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★中等講習會

時!］金曜日午後七時より學會にて（ 

時入會可）

會費月金五十錢

★例會兼硏究會

每水曜〇午後七時よvj Hamleto輪笔 

會费不用

★會 話 會

，月15 ロ午後七時より（第三土曜）丸の 

內鐵道俱樂咅Eに於て〇

話者吉城忠正氏

會費金五錢

★學會役員移動報告¥

故中村理事長後任きして2月23日の 

理事會で

監事 大石和三郞氏

が理事良に丈らばれましĴ:〇

又同日新理事長より

評議員 井上萬壽藏氏

が新に監事に指名せられまし^〇

昨坪度レウ•才の冃錄（謄寫版刷）が出來 

ました.希望者は二錢切手封入御申込下 

さい。

牡



★第•一年ラ・レヴオ・オリエンタ第三號★

日本文藝の國際化
Originala Verko への 過程に就て

土皎善曆

金解禁によるわが經濟生活の國際的進出. 

軍縮會議によるわが平和总識の世界的高調〉 

日本の存在が.極東にだけ限られてゐない事 

實は.近年ますます顯普に認められつつある 

に相違ないが.しかもなほH本さいふものの 

本質や實體が、正しく明かに・東两諸國の間 

に傳へられてゐるかミいへ氐 はなはだ遺憾 

な點が多い;ミを知らなければならない。

早い話が、了:ミへは最近作られた海外浸遊 

客招致のポスタア一枚にしても・おの圖案に 

用ひられた澆麗腆雅な女性の姿§3（1.仁しか 

に現代のものでなく.おそらく江戶峙代の封 

建的情趣でおる。あの・スタアに接した時、 

海外人は.現實の日本に.あのやうな女性が 

生存してゐろものご思ふであらうこざ任當然 

で.しかもひ过たび親しく彼等がH本の風土 

を踏むこその眼前にあらはれるものは・意外 

にもモダンな、アメリカ化した人ミ家芒・機 

械ざ逍路いそれらの交錯い:新しい悄景む 

のである。都會にも、田園にも.Iう昔の夢 

はない。歌麼の女や寫樂の男が.廣重の風景 

の中を歩いてゐる过想はせてゐろのは・むし 

ろ□本そのものなのでかって.今も一世紀 

前・おろひは二三肚紀前の印象を海外人に與 

へろのでおろ。

日本の物買生活の實03.精神生活の本質を 

はっきりさ世畀に提示すみ;（X.現代の日 

本人に員はされた愉快な責務の一つでおる〇 

それ!-（11ちろんH本人が.文明國共通の文 

字たるローマ字をもって.その述作をかき記 

すこさが■もつさも適當な方法であって.2 
うするいのために.海外人は・ロ本語を理 

解すろ必耍を感じ、またその機伶をし得ろ二 

过になち。（H本國字さしてのローマ字垛用 

の目的が、ただこのためのみでない;ミ（I.M 
ふまでもないが。）ただその狀態の完全に實現 

されるためには・內外相互の理解ざ努力ざが 

ー厢切實でなければなら如、。そして.二の 

方法に對して、他の一つの協同作業的な方法 

は•國際語によるものを擧げる二ざができる。

日本人が外國語によって——たこへばイギ 

リス語・フランス語•ドイツ語なご•によって. 

その思想感情ないしは研究等を表現する;过 

（I.日本人の一部のものにミって：しそめるひ 

多くの困難がないやうな時勢にはなったかも 

知れないが.そしてまた、その一部のもの（I. 
それをもって自己の語學を誇みかも知れない 

が、ーー謙遜にしてかつ□本人的自覺をもつ 

純正な舉者は.これが決して完全な方法でな 

いこ过を痛感し、熟知してゐみはずであ“ 

廣く科學方面においてすら.さういふ事情が 

でわるから.r：eirJのニュアンスを 

尊重する文蜀方面においては、到底寶行不可 

能む二ざでおみ。表現上の種種な拘束を受け 

ながら・外阈語によって創作するなざいふ二 

H本が圖立國であみ限り.望むべき二 

过でもなく、有り狰べき二さでもない。

國際語ミいへ江.それがエスペラントでお 

らうさ•イドでわらう.めるひはオクツイ 

デンタルでわらうミ、それの本贯上各國人に 

さってそれぞれ「外國語」ではないはずでわ 

わい（□て各國人の「第二國語」さもいふべ3 
もので.イギリス人にさっても、フランス人 

にざっても・ドイツ人にさっても.は7:また 

日本人にさっても・全く機會均等でなけれ也 

ならない。それらの國際語のう5.それなら 

ば.いづれを選ぶかさいへ!匚 その探擇の唯 

ーの標準は.それの合理性さ普及力さでわる。 

二の玮.何爭の庭惑もなくエスペラントを選 

ぶべきニミは.決してエス乂ランチストのJS 
りょがりでなく.否み難い世界の大勢でめっ 

て・イドやオクツィデンタルなざの宜傳に迷 

はされる必愛はす二しもない。

了：だ、ニニに日本のエスペヲント5?に扫い 

て遺憾な事實は.その先進及が・今日におい 

てもその力を多く宣傅督及にのみ集注して・ 

彼等が習熟し得た語學を獨創的な述作に戏す 

機會はあまり多くない二ざでわる。科學方面 

においては.多小の業績を認められるのでわ 

ろが.廣く創作方面において.遠く泰西諸家



のエスペヲソトによる作品に比すべきものの 

ないこミは.その方面の人人の世界;き識の薄 

弱にも由みニミは否み難い。この缺乏をみた 

す一方策さして（しローV字日本語によみ創 

作をエスペヲソチストが忠實に网際化すろこ 

ミでおみ。この行程が盛んになれぱ・文藝家 

自身Iまた更に進んでエスベラソトのorigi

nala verkoを試みる興味を誘毀すろでおら 

う。文藝家諸君の理解を望むさ共に.エスペ 

ランチストの奮勵を期すみゆあんである。

然し originala verkoは何さいっても!ingvo 
そのものがまづ自己のviヾ〇そのものになっ 

讥狀態からでなくては生れて來ない:ミUw 
いふまでもない。

Nova Vizitanto al Via Rondo

Karaj gesamideanoj tuteŭropa),
Kun granda ĝojo ni nun anoncas al vi ke vi tre baldaŭ vidos inter 

vi unu el niaj kompetentaj samideanoj, S-ron Tokunosuke Itoo, profesoron 
de fiziko en la Imperia Universitato de Kius uu. Li jam ek forveturis al 
Eŭropo je la 24 a d? februaro por fari sian studon tie, laŭ ordono de la 
registaro, precipe en Germanujo.

I5or prezenti liu bone kiel esperantiston, nailoj da vortoj ankoraŭ ne 
sufiĉus, ĉar li estas Ĉ2 ni unu el la plej malnovaj simideanoj kiuj plantis 
kun granda pmo la karan filmon de nia granda movado en Japanujo 
kontraŭ multe da malfacilajoĴ・ Tial, ni kredas ke kun vi ĉiuj li povos servi 
por la sankta celo plej vigle kiel eble kiel nia rcpreventvizitantz)al vi, sed, 
karnj gesamideanoj； permesu al ni esperi eaintenĵpa ke vi ne nur afable 
akceptus lin k el karan samideanon sed ankaŭ klopodus por ke li povu 
pkj efikoplcne studi sian sciencon dum s a mallonga restado en Eŭropo*

Ni Jnm kuraĝas imagi ke li revenos al ni kun ĝojigaj rememoroj de 
ideala, internacia ヾivo inter vi dank? al Esperanto kaj via afableco.
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Pri Esperanta Literatu『〇
Rokuro Kijomi

• ■
Por internacia lingvo kiel Esperanto, kiu estas artefarita, kaj enkon

dukebla eu praktiko nur per kolektiva laboro longedaŭra, aparte gravan 
signifon havas la litera turo, verkita en tiu lingvo, ĉar ĉefe per ĝi estas 
asekurita la konstanteco kaj kreskado de la lingvo.

En unuaj jaroj de Espera nto-d i sva s t i gado, nian literaturon p!巧 parte okupis 
tradukoj, ol originalajo)• Natura afero< Ĉar pioniroj de la nova lingvo 
ne ĉiam posedas litera turistan talenton, kaj plie pli preferitaj estis tiam 
tradukoj cl naciaj klasikaj^ vaste legataj, por ke la ĝenerala publiko forte 
konvinkiĝu pri la supereco de Ia lingvo. Nur post sufiĉa disvolviĝo de la 
movado ekaperis la postulo, ke Esperanto havu sian propran litera turon, 
nome verkitan rekte en Espemto. Ĉi-momente jam nia plej profunda 
intereso ekscitiĝas kontraŭ originala joj, ol tradukajcyj>

Laŭ la kvanto, da tiaspecaj verkoj ĝis nun produktitaj estas ankoraŭ 
tre malmultaj. Laŭ la kvalito, tre mizeraj (escepte kelkaj). Plejparte da 
ili estas nuraj amrakontoj, aventurqj，finitaziajcrj k. s. Iuj intencas prediki 
homaranismon en sia verko, kaj aliaj internacian spiriton. Bela projekto 
efektive. Tamen la demando estas, kiel traktas la verkintoj siajn temojn, 
k町 observas la vivon mem. .

Litera turo, por ke ĝi respondu al la postuloj de la epoko, devas firme 
stari sur la aktualo. Kaj la kvalito plej forte postulata, de ĝia verkanto 
estas, ke li larĝe kaj profunde sciu la meĥanismon, per kiu la homa socio 
cias. La nuna socio, en kiu ni vivas, estas kapitalisma socio, kiu staras sur 
ekspluatado de unu klaso flanke de la alia. Forlasinte tiun gravan fakton, 
nenioi oni povas akiri en nuna momento ĝustan komprenon de la vivo. 
Tre strange multege da ĝisnunaj esperantistojn kaj niaj originalajistqj; mai- 
atentas tion (almenaŭ al mi ŝajnas tiel).

La plej okulfrapa afero en la mondo； kaj precipe en Japanujo, estas la 
giganta progreso de proleta literaturo dum tiuj ĉi kelkaj jaroj・ Kion tio 
signifas ? Nenio alia ol tio； ke eksplodis en literatura formo la klasaj koi】- 

traŭdiroj, kuŝantaj sub nuna sociordo.
Memevidente estas, ke esperanta literaturo baza sin en fundamenta ideo 

sur internacia； aŭ sennacia spirito； ĉar multoble kompetente servus iu ajn 
nacia lingvo, se oni intencas produkti ian literaturon, kiu staras sur iu 
nacia spirito malvaste limigita. Kaj ankaŭ memevidente estas, ke sen la 
forigo de menciitaj kontraŭdiroj de nia medio, neniam realiĝos sur la tero 
la universala kompreniĝo kaj fratiĝo—unuvorte, interna ideo de esperan- 
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tismo, ec se venos la sopi regata de ni tempo, kiam en ĉiiij anguloj de la 
mondo praktikiĝos nia kara lingvo por ĉiutaga celo.

Nun mi klare deklaras； kc esperanta literaturo, por ke ĝi estu vere 
utila kaj grava por horna vivo, devas kunfluiĝi en mondskalan movadon 
de proleta literaturo； kies fina celo estas senkaŝe malkovri la aktualan 
socisistemon； kaj per tio veki la subpremitan popolamason al universala 
solidareco・ Ja> ni povas inverse diri, ke proleta literaturo mem atingos la 
plej altan disvolviĝon tiam, kiam ĝi kiel sian esprimilon alprenos Esperan
ton, ĉar la legantaraj tavoloj； al kiuj la aŭtoro intencas alvoki, ofte dislo- 
ĝadas en malsamlingvaj regionoj de la mondo.

Vidu la aktualon la esperantistaj-literaturistoj ! Kaj ne eluzu vane vian 
talenton por produkti sensencaj n romanaĉojn, kiuj nur servus malhelpi la 
ĝustan kaj sanan disvolviĝon de nia lingvo・

(14ノ Februaro,1930)

PRI BULTHUIS・
N必agaki Koĵlroo.

Dum mi restis en La Koopera Lernejo en la monto As itaka, Ŝizuoka 
Gubernio, kiel instruanto de esperanto^ mi ricevis de tokia kamarado sci
igon, ke la redaktoro de La R・ 〇. por la marta numero deziras havi 
mian artikolon pri Bulthuis・ Ega honoro, ke mi estas elektita kiel uuu 
el la kunlaborantoj de tiu speciala numero dediĉota por esperanta originala 
literaturo, min instigis ne malakcepti malgraŭ, ke mia kono pri la nomita 
literaturisto ne sufiĉus por kontentige priskribi. Pardonu al mi legantoj, 
ke mi tamen kuracas.

Se oni demandus, ĉu li povas esti unuaklasa literaturisto, mi emus res- 
pcrndi „ne,a tamen, mi detonus min elpaŝi antaŭ tiu plej energia verkisto 
cn esperant literatura mondo, kiel kritikanto de lia literaturista valoro, 
ĉur mi ne estas specialisto de tiu kampo, krome, ĉar rai legis nur du 
romanojn el liaj verkoj, nome „Idoj de Orfeo" kaj „Jozef kaj la edzino de 
1/otifar^・ Do ĉi tie mi rakontos nur pri la impreso； kiun mi ricevis de la 
legitaj romanoj kaj konservas en mia memoro・ •

Cu ili estas interesaj ? Pensante tion, mi sentas min iom konfuzita, ĉar 
la vorto ,,interesa^ ne donas difinitan enhavon sen klarigo・ Gi koncernas 
diversajn, ofte eĉ kontraŭajn interesojn de personoj, precipe en nuna tempo, 
kiam la socio havas ĉiam pli akrigantaj n kontraŭdirojn kaj tute kontraŭaj 
interesoj dividas ĝiajn anojn en du reciproke malamikajn eĉ per la paca, 
sankta, neŭtrala lingvo esperanto nepacigeblajn rondojn. Sekve mi ne 
poヾas diri „interesaju nek ^neinteresaj^ por &uj legantoj. pri la romancoj.
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Mi metas alian demandon por pli bone komprenigi legantojn pri mia ideo. 
巧Kiu cl tiel nomataj populara kaj proleta literaturoj estas, por vi pli in
teresaj ? Respondoj estos diversaj・ Sed tiuj respondoj povos solvi ankaŭ la 
demandon pri Bulthuis?aj romanoj. N un, se oni demandus min, kiaj estis 
la romanoj por mi mem, mi respondos, ke ili estis tre interesaj kaj sam
tempe t ute malinteresaj ・ Sed, pli precize dirita mia interesiĝo en ambaŭ 
romanoj diferencis kvante kaj kvalitoj・ Tio ne signifas, ke unu el ili 
superas la alian, sed dependas de mia ideologia ŝanĝiĝo, ĉar la unuan, 
nome, ?,Idqj de Orfeoa mi legis kelkajn jarojn pli frue ol la alia n. Mi 
konfesas, ke mi legis la unuan kvazaŭ ensorĉita・ しegante unuajn partojn, 
mi sentis ĝin ĉiel bona・ La stilo estas tre bona, iacile komprenebla kaj 
tamen espri morica. Forte allogis min la kuriozaj historioj de la tri her(x)j, 
trinaskitoj, kiuj estis metataj tre baldaŭ post Ia naskiĝo en tute malsamajn 
mediojn en tri apartaj landoj kaj pcst ĉirkaŭ dudek jarc)j renkontiĝas okaze 
de iu koncerto kiel fremdlandaj muzikistoj・

Ne nur la rakonto, seci ankaŭ la filozofio, kiun la aŭtoro prezentas per 
Johano ŝajne akcesora sed efektive ĉcfk persono de la romano, multe plaĉis 
al mi. Ĉefan pnnkton de la filozofio mi prezentos laŭ mia memoro mal- 
longe.

,,Kuiru la pizojn!" estas la devizo de Johano. Tio signifiis, ke oni 
aranĝu sian vivmanieron plej bone ĉiam laŭ la cirkonstancoj, ne baraktante 
kontraŭ la sorto, tiam oui estos ĉiam kontenta, kaj sekve feliĉa. Estas 
rakonto, de kiu la devizo devenas: Iam (iu monaĥoj devis pilgrimi al 
sankta loko kun pizoj en Ia ŝuoj, ĉar iliaj pekoj estis grandaj. Umi iria 
ĉi u pase kun doloro, kaj la alia kau ĝoja mieno, ĉar tiu ĉi kuiris la pizojn 
antaŭ ol meti en la ŝuojn. Mi eĉ volis imiti la monaĥon, kiu kuiris la 
pizojn, sed finlegi nte la romanon, mi ostis malkontenta, ĉar la Johano ne 
estis liomo, sed ia mistera estajo. Kaj la artifiko, kiun uzas por rekomendi 

・ esperanton； ke la trinaskitaj ekscias sian devenon dank al la esperanto, per 
kiu ilia mortinta patrino estis skribinta sian taglibron, estas tro stranga. 
Al la dua mi eĉ ne danas preskaŭ saman valoron kun la unua, sed por mi 
ĝi estis multe pli malinteresa ol interesa. La aŭtoro plu ne predikas: 
kuiru la pizojn, sed lia ideologio estas sama. Bonaj homoj estas perfekte 
bonaj, kaj malbonaj ĝisfine malbonaj. Policestro estas bonanima. I* unu 
klaskonscia aŭ organizita laboristo ne aperas. Tia ne estas reai" mondo. 
Se malriĉuloj nur laboros kaj laboros rezigne al la sorto, lau lia konsilo, 
ho, ekspluatado vivu eterne ! Mi rekomendas al vi, legantoj, liajn 
nojn, se vi havas tempon por enui, ĉar ili distros vin same kiel 
filmoj. Kaj fine mi sincere konsilas al legantoj legi kritikon de 
Nekrasov pri Bultuis, kiu aperis sur La Nova Iepoko, okt.1929.

roma- 
usonaj 
N. V-
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VILAĜA

Ija cielo nun estas tre klara 
•Hodiaŭ ja bona vetero•

Tra trankvila vastaĵo kampara 
Treniĝas arĝentu rivcro>

Ĉe* F monta deklivo mi vidas 
ke ĉiu, ĉu juna, en aĝa,

Aii viroj, aŭ inoj rapidas — 
Al ti® al placo viluĝa.

Aŭdiĝas nun ia ho bruo 
Neklara de fora la loko,

Sed sonas ĝi eerte kun ĝuo 
Kaj ŝajnas min gaja alvoko.

Jen flirtas brilante la flagcj 
Antaŭ la teinplaj tegmentoj

Nun venis ja ĝojaj fbsttng©〉 

Nin vokas foiraj la fendoj:—
■

—Aĉetu, aĉetu, Jiĉctu ••… 
Malkaran, malkaran, malka- 

レ ran . . • •
Videtu, ridetu, aĉetu • • • • 

Tre bonan, tre belan, tre kla・ 
ran ••…

Negoc\ marĉandi disputi •■… 
Zumegas, bruegas, krakegas.. e

Konfuzi tumult/ en tut'
La pl acon ja plene surregas.

Nun venis rai antaŭ la budoj 
Antaŭ la multaj spektakloj一

Burlesk\ akrobati jongloludoj一 

Cu vere sin troヾas miraklcj ?

,,IIo; venu, ho venu, ho venu—- 
kriadas jen tie ĉarla—

FOIRO
Kijoŝi Koizumi.

Ja vidu la nian, komprenu 
Tja beston homkapa^ kun 

• manoj !
■

Jen monstro la viva,
MirakP efektiva !! a

Svarmas la homoj, silvjo 卫,si n jori 
Eniras, eliras, ho ve, serioze !

Ca tiu spektaklo ne trompas ja 
min? ・,

Ja, monstro, miraklo, ĉu ne 
grandioze !

Scivole mi, ankaŭ eniri decidis.
Kaj kian ho miraklon interne 

mi vidis ?ヽ ::び

Ilo, ve, ĉarlatano tre vere honesta 
Montris ke vidas la hom, 

duonbesta!

Jen homoj tre ruzaj kun langoj 
serpentaj,

Jen homaj malsaĝiij kun cer- 
Loj azenaj!

Sed ankaŭ ja estas poeto)senpentaj 
Jen la duonhomoj ja plej abo

menaj !.

Ekster la budo, muziko la viva
Tra V paca naturo
En vasta lazuro

Kaj fluas kaj flugas kun tono 
naiva>

(1927)
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小 泉

なかなかに

人さめらずは

酒壺に

なりてしがし ・

酒に染みかむ

（大宰師大伴魁酒ね讃むみ歌）

妹が門 

行き過ぎかりっ 

久力の 

雨し零（フ）らぬか 

其を因⑵にせむ 

我が妹子に 

戀術なかり 

夢に見むさ 

我は思へビ

Ĥら龙むくに

Se mi cs^us ne
La liomo ja ĉi tia；
Mi dezirus ko
Mi estu pot' de viii,
Ĉiam sorbe trinki ĝin !

(Klogoj por vino de Ootomo-no-Jakamoĉi)

Pord^ de V amatiif • •.
Mi staras kun ŝancelos
Nun ataku min
Ja pluvo do V ĉielo,
Kaj nii jen profitos ĝin.

Pro la karuliif
Mi vane min ĉagrenas,
Ne trovante ŝin :
Sin sonĝi rni nun penas,
Sed sendorme he matenas-

朝直髪

吾は械らじ

愛しま

君が毛枕 

脚りてしものも

6

 d
 i

lr 

H
 s
 M
 s

konfiizliarar ,
ĝin kombi en matonこ 

ne volas, ĉar ・・・ 
kara brakJ ĝi kuŝis, 
karu? ĝin tuŝis.

ちしびきの

山の粟（厂）に

妹待つさ

吾立ち沾れR

山の乘に

（卷第二大津皇于石川郞女

/ に贈れあ御歌）

吾な待っさ

君が沾れけむ

ちしびきの

山の栄（子）に

ならましものも

（石川郞女和へ奉れみ歌一首*）

久方の

光のごけき

春の口に

靜心な＜

花の散るらん

Kici longe mi
Ĉe V mont7 piedo staris,
Por vi, por renkonf !
Kaj min malseka faris
Ho ve, rosoj de la monf !

(Odo kiun donis Reĝido de Oocu
al Isikaŭa Iracume)

Atendanto min
Fariĝis vi malseka
Ho ve, por roscr, ?
Dezirus mi, ja peka
Esti tiu ros，en ver? !

(Odo responda de Isi kaua al la Reĝido)

Sub printempa firmamento
Kun la paca, ĝua sun\
Kial tiel maltrankvilo
Disfaladas flor(y nun?

（紀の貫之） (El Kokinsuu....... Ki-no-Curajuki)



ヱスペラント原作文學槪觀

エスペラントが呱々の聲もわげてから旣に 

四十餘年・原作の詩文のみでも數百を以て數 

へられち今日.もうそろそろまさまったエス 

ペラント文學史が出てもいゝ頃である。大風 

小國をさはず古典にわれ新作におれ各阈の代 

表作品のエスベラント譯がかろこざなな)げて 

エスベラントが文學語さしていかに適切であ 

みかな示したもの(IfeoてI.必然に生れて 

來なければならなかったエスペラント原作文 

學な普见u：Iのは殆んご見當らない。物々 

しい標駆を揭げて.今更ながらそう云ふ參考 

沓がちるならばミ溜息ミ呻聲かわげみのでめ 

るが、T;よりになみのはPri vatの"Historio 
de Esperanta Moヾado" IIのほんの一部分だ 

けでかる。そこで消龙かけて居る記憶で多分 

の獨斷壬も交えて、エスペラント原作文學の 

坪代記ミ目錄を並べたてる!さ记けで許して 

戴く。エスベランチストはいつ・明日を夢み 

おヽニの仕事5明IIの同志の研究に委りむけ 

れ戊ならない。

エスペラントの誕虫肚同誌にエス乂ラント 

文學の誕生であった。阈際語の試作に耽り乍 

ら、乂始めての書な世界に送り出して.ザメ 

ンホフの歌つT： „Mia Pen・〇,4や„Ho, mia 
Koru\この中に我々任いかに生々こ若きザ 

メンホフの悶龙ご危懊壬焦慮を感じるこさだ 

らう。そしてエスペラントの生長は同時に工 

スペラント詩の生長でわつ了:。1903垢發行 

の ”Fundnmen は Krestomatio*4,その中の原 
作の文學作品の大部分4世間から嘲けられ自、 

ら(，惱み乍ら一道の光明もひ7:すらに追つア： 

初期エスベランチストの詩でちみ。

喑く陰慘な vintro, nokto, nubo, ventego 
mizero, sufero, doloroじ對立して、明みい希 

望に充ちれ printempo, mateno, runo, sopi ro, 
espero, revo,及仲間の合言葉の arno, frateco, 
amikeco, sankta e pero, paca hiboro,此等の 

單語が當時の原作詩のすべてである。未だは 

っきりし讥碇信し持ち得すしかし互に腕さ腕 

も組んで苦痛多い風波さ圜って行かうざする 

種蒔く人の氣持がこの中にはっきりさ汲みさ 

られる。Privatが191!年の萬國エスベヲン 

ト大會の演說(Pri Esperanta Literaturo)中 

|こ „komuna esperi n i ：ma poemaro*・ ミ 呼 ん 

だのは彼等の詩でおつ化。

守隨 一

今世紀の始めから1910密頃圭での原作文 

學中禅倒的なのは矢張エスペラントの詩であ 

Z 〇 V. N. Devjatnin の „Verkaro44 (1906), 
Leo Belinon t の „Sonoj Esperantaj,f (1908), 
George Deĥkin の “Versaĵoj" (?), Romano 
Frenkelの ”Verduj Fajreroj"(1908), ^Viktor 
Elski koj Eska の „Unuaj Agordoj"(1910), 
Marie Hankc!の"Sablero"(1911)等が相っ 

いで世に現はれたのでめろが.彼等はなほ種 

蒔く人の苦しみも歌って居る。Eskaはami
keco な歌ひverda steloに憬れ、希望ミ苦痛 

に我が若き心は痛む过歌ふ。BeŜkinは、何 

ご厭はしレ、世よ、幸福な美しい世界が來ろの 

はいつのHか・我が夢想は果しなく舞ふ、さ 

歌ふ〇 Romano Frenkel(X. 寒にも小鳥鳴 

き暗夜にも星が瞬めく、利已の世にも愛すべ 

キ心めり、悲痛の中にも希寒の慰めめり、さ 

歌ふ。それご同時に彼等は自分の個人的な悲 

しみ憬れももエスベラントの詩に托さうざし 

た〇 Romano Frenke!の妻な失つ7:嘆きの詩 

にすでによく人の知み所であり、^Viktor 
Elskiも自然の美しさん讃丸た。けれども詩 

句の多彩.微妙な感受性は未だ之な望む方が 

無理でめつ7:〇むしろAnton Grabowskiの 

譯 詩集 „E1 Parnaso de Popoloju (1913)や 

“Sinjoro Tadeo"(1918) |二詩の匂ひも感じる 

のでちみ。

原作の小說らしい小說が始めて現れたのは 

D-ro Vai lienne の1,Kastelo de Prelongo" 
0907)及び,/uli ?uである。この兩著は絕 

版でかって今仕殆んこ・見る二さすら出來ない 

が五百頁に垂んざすら大作でわる。„Kastelo 
de Prelongo" (X中世紀の物語風な印象が殘 

って居ろのみでわるが,,Cu】i“は活動寫み的 

な興味に滿ちて居るさ聞く。 H. A. Luvken 
が始めて世に問ふ7:作品は„Paulo Deben- 
hamu (?)であり “Mirinda Amo"(1913)で 

め"この作者については後に一言す" 

1^15轩突然英回から出版されて世も驚かし 

7：0(1 Tagulo な S plumnomo の下に書か 

れ::„Nova Sento"でめる。世を驚か い:の 

は.その縊裁であった.薄綠の紙.褐色のイ 

ンキ.氣の利いたカットミ題詞、けれご•もそ 

の內容は幾分か進歩的な火星物語でおるに過 

ざない。これも今は稀本の部類に入ったっ
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この他に數多くの一幕物喜劇悲劇が算さら 

れる。けれミ•も殆んごすべてエスペラソト會 

合の餘興程度のIのでおって特に取立て、云 

ふ程もない樣である。

ザメンホフが世界の平和さ人類の和合は一 

にエスペラントにありミ礦信しつ、・大砲の 

聂ゝ人類が相殺戮する叫び聲を遙かに聞きな 

がらその生も終つ了:こざ任、その心事な思ふ 

たけでも深刻な悲劇である。エスベラソトは 

その間・赤十字に捕虜の通信にその悲しい役 

目をつくして居讥が、同時I:又ŝovinistoj達 

の自國辯護や他風誹謗に惜しみなくその武器 

か與へた。そしてエスベラント文學はすっか 

リその影も潜めた樣であった。戰爭が終ろざ 

必ず人々仕その廢墟に立って平和を叫ぶ。新 

しい意味も持って„Enla mondon venis nova 
sento, Tra la mondo iras forta vokon は歌(エ 

れた。けれざも破蹊されつくした載趾の上に 

先づ樹てられるものは・商業經濟の復活でめ 

り•平和に對する宗获的堯望でめみ。この事 

實はエスベラント出版界に明らかに反映され 

て居み。エスベラント文學も原作々品厲1920 
年のArgus作„Pro Ki〇?“，全歐洲も背景ミ 

すろ探偵小說・が現厲れる迄仕取立て、云ふ 

程のものは出なかった。

犬戰後のエスベラント原作文學は初期の述 

動時代さ異り詩に於てし小說に於てもー膚廣 

い視野をあけて來た。エスペラント文學は工 

スペラント運動も鼓舞しその戰士を慰めち役 

むすらばかりて・なく、我々の日常の生活を工 

スペラントでエスペラント風に感に且つ語ち 

ものでおろニさがはっきりして來た。も4や 

空なろ homaranismo や verda standardo 7： 
けの掛け聲では滿足出來なくなった。これは 

ハンガリアの詩人Julio BagliyやIv. de 
Kaloc^.yの詩に現はれて居る〇 Baghvによ 

って自然は一層多彩Iニカ:り對象は一層豐富に 

なった〇 K. de Kaloscayによって詩の心li 
一府深く 一層微妙にむつ讥。前者の珠玉(エ 

,Preter Ja Vivou (1923), “Pilgrimo"(1926), 
に收められて居る。Kalocsajの原作詩集に 

(X "Mondo kaj Koro"がああ。俳區の子に 

生まれシベリアに數奇な生活を送ったBoghy 
は詩集の他に長編の”Viktimoj” (1923)及び 

短篇集の «Dancu, Marionetoj^ (1927), „Mi- 
granta Plumo44 (1929)も出して居る。,,Vik・ 
timoj “は雪のシベリアの捕虜生活を背景に 
する痛ましい物語で.主人公の超人間的性格 

はさも角さして.詩人らしい多感な情熱さ抑 

揚の强い描寫(I讀む人も最後迄惹きつけて止 

まない。

Baghy «P Kalocsajなおげろ時には彼等ミ 

共に、はかなくも數ヶ月で消龙失せた藝術的 

香りの高い”Literatuni Mondouを殆んヨ每 

號 飾って居ア:巴里のBajmond Schwartzな 

思ひ出さなければならない。彼には少しも暗 

い陰がない。エスペラントの文字さ韻律も自 

由に驅使してしゃれのめしたnVerdkata 
Testamento*4 (1926),輕快な羽册代的な隨筆 

小品集の “Prozo l<idetantau (1938)は彼の 

全容を示して居み。

同じく輕快な自由な筆で人々も驚かしたの 

(X Jean Forge の ”Abismcj"(1923)であろ〇 

彼は,,Abismoj"て・一躍名し,空想小說 

の ^Saltego tmns jarmiloj (1924)でそのま、 

身を隱してしまった。

我々任尙北歐の!I- J- Bulthuisミ英國の 

H. A. Luykenをあげなければならない〇彼 

等はまた餘りに重阜でわり堅賓である。一事 

も忽にしない綿密な丹念な描寫c Bulthuisの 

代表作(工かldoj de Orfeo" (19^3), „Jozef kaj 
la edzino de Foti加“(1926), rLa Vila 
Mano",(1 £28), Luvkcn ［ニは 前 述の „Paulo 
Debenhamu, nMirinda Aino"の他に,Stranga 
Heredaĵo14 (1922), „Pro IŜtar"(1924)がめ 

ろ。共に大部お點に於て仁いづれも引けをこ 

らない〇

„Ĝemo de Unu Soleca Animo"(1923)の 

Eroŝenko, ,,La Alta Kanto de la Amo"(1926) 
や „Landoj de 1'Fantazio^ (1927)の Teo 
Jung, „Amo kaj Poezio44 (1928)の Jean van 
Schoor, ,,La Tajdou (1928) 0 Hohlov 等、あ 

げるべき原作小說家原作詩人は多士濟々でわ 

ろ。 \ ヽ・

今まであげて來たエスペラント原作文學の 

數は決して少く"ない。けれごし一歩踏み込 

んでその內容に觸れる時・これこそスエベラ 

ソト瑞自の文學で力みさ誇るtのは餘りに少 

いのに飛く。エスペラント語の柔軟性任自由 

に微妙に人問の悄感沧表現し得る二ごは古今 

の文學作品の飜譯で試驗濟みであち。エスペ 

ラントこそは今迄口を奪はれて居たIのに口 

を與へ、言葉に支配せられて居たものに言葉 

を支配する術な與へ了:のでめつア:。しかるに 

エスペラント文學の今迄は・な:ほ言語に引き 

づられ言・樂の虜になって居た文學でめる。工 

スベラントの出現が個人の頭腦からではなく 

社會の頭腦からでわり、空なる文化の母胎か 

らではなくてそれな育くん厂生産の力や物質 

的な諸々の生活事悄からでわるならば・生粹 

のエスベラソト文學の出現在・約束すみのも亦 

夫等の力でわらう。事實我なじ苜語ご思想が 

完全にエスペラント的な文學の押し寄せて來 

やうさする遠嗚も微かに耳に聞くのでめみ。
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SA! 文

SAT文咀な展望するったって、SATその 

もの、存在が未だio年を出でないĥのでわろ 

以上、卽ち Sennacieca Asocio Tutmonda の 
创立L世界大戦後の】921锌の近い過去に弱 

すちものでちみ以上、約半世紀を占めよう过 

すみ全e p.界の文壇の歷史に比べたらまだ 

まだその活動は擴がっていないの（二當然でめ 

5〇 SAT運勤の中心たちSAT-anoの數が漸 

く二の二三年中に中立主發勢P・運動の中心 

UEAの會員を追拔こうさする狀態にめらに 

過ぎないの忙。だが併し近を10年足らずして 

全esp・連動花二分してその一半に據り、牢 

乎さして搖かすこミので孑ないその存在な主 

張し得るに至った。その發展の過程け將來に 

於ける壓倒的存在も全呷・界に占め得る可 

能性を豫見せしめちしのでめち。

從ってSAT運動の文學的反映でおるSAT 
文堰なるLの、過去L0年に達しない期間の業 

績は實に將來の發展の一礎石讥みにすぎない 

のであり.その礎石の上に立って短い過去に 

目を向けるよりはわれわれは實に素啃らしい 

その發展の將來も二そ展望しなければならな 

いのである。しかしてSAT文學の未來の進 

展も考是ちに找SAT運動そのしの、存在理 

由から演繹して得た駅遠鏡で見透しをなし絆 

るのでちる。だからSAT文壇展卑の意義は 

實に短い過去及び現在の業績を檢討して、將 

來に於けみその發展の可能性も摘出し理解す 

みにある。

先づSAT文壇も除いた現在のesp.文型 

な見お;ざによってわれわれはSennaciismo 
な托導・靑神过して進むSAT文學の行方もよ 

り明確に見屆けみ二ミがで・るでわろう。 

Humanismoのほんのりこ暖かい雰副氣に包 

まれた初期のesp文學はさて措いて、193） 
耶の脚光な浴びて.1930年の息をついてみ 

esp・文壇“しからばビんな樣相む持っている 

でわろうか?詳しいニミは守隨氏の評論を見 

て歌う芒して、:、で（H待にSAT文學この 

强い對立の上でそれを理解す"

先づBulthuis, I.ujkenの大衆的temoむ 

把之た最的に大きな作品.大衆的ざ言っても 

非常に雜駛平凡な通俗小說の流れ。行詰まっ 

たinternaciiミmoな怪奇な幻想の中に见出し 

空想に送避する T. Jung ”Landoj de fantazio** 
も上の傾向に含ましめられよう。次にT.

壇展望
大鳥義夫

•TungミJ. V. Schoorの詩に见られるよう 

なplatona amoの影を追うて月下にさまよ 

い封建生活に逆進するsentimentalismo,その 

廿ったZ V' romantikecoな•明轉して8pritaな 

輕快な.春の街路、タンカードのがソリンの 

煙でマネキンknabinoのスカートの裾をひ 

ろが龙し7:ような氣持のmodernismoの流に 

立つ Forge, Schwarz. （I kapitalisma deka- 
dencoの明みい影さ言えよう〇二のmoder
nismo の傾向はesp・文壇でも次第にその存 

在も擴大して行くこざは言うまでしない。資 

本主義文化の沒落期の一様相なんだから。こ 

の明るい快朗な反面にJ. Baghyによって代 

表される寂1いmodernismoの流れがある〇 

現實に生活を見出し得ないでhumanismo 
romantikecoに愤れて結局に現實にその破 

綻の姿を見出すet-burĝoの府であ“・

總じてesp.攻壇は未だ現在の段階では、プ 

チ・ブルヂヨアの臭氣で充滿していちざ言之 

ろ。未だ大衆の中へ入りきらずーー殊にneŭ
tralisto のtendaroに於て----過渡的な過程

に立っているesp.運動の必然的表現で厲め 

ろうが。以上見ろが如く. SAT的傾向を除 

いたesp・文舉界I二完全にetburĝa inteli
gentularo の世界でめるc朗らかな洒脫輕妙 

さ、ナンセンス的なerotikecoか、さもむけ 

れば無氣力なmelankoliaな虛無的に近い 

modernismoがその特徴芒見られよう〇未來 

に生活も見出I得ずdekadencoに醉ったり 

惱んだりしていみ典型的資本主義文化の一形 

相で

以上述べたてたburĝa esp.文堰に黔立す 

べき無產esp.文陋の情勢さその展sed然 

らばミ•うでめらのか?

數年の問に既成ブルヂョア文壇を二分して 

壓倒的に對立してしまったEl本のプロ文壇ほ 

芒•の急旋廻の目覺まい、轉回はSATも中心 

さするプロ仔p.文壇に任見られないが聊か 

風ざ油に乘りすぎたような日本のプロ文壇过 

は異って.SATのそれ（1實に廣大な光に充 

ちた未來も旅っだけにその發展は除々ミ（!し 

ているが.一歩一歩踏みしめる足跡巴Iつか 

ミ大地につけられている。

一體SATの目的任esp.を全世界の無產 

階級全般の利益の爲めに實踐的に利用すみに 

めり、國語の障害葩除去して.sennaciaでめ
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ろEsp.も實踐化するEによって、proletaroの 

相互連帶の精神ざその活動をより緊密ならし 

め eksternacia な sent-pens-kaj agadkapablo 
により近づかしめんmにあら。だから 

SAT文壇の持徵的性質は全世界のproletaro 
の sennacieca solidareco を高調す 〇 !- 〇 〇

自由な新しい生活のわみ社會、不合理のな 

い光明に充ちた世界を目指して資本の桎梏が 

らの解放の爲に束縛ご駆迫.迫害ミ飢龙ご血 

みごろな戰な闘い緻けていち全世界のprole
taro にこそinternaciaな、否sennaciaな强 

固なる人類的團結が必耍なのだ。そしてその 

鬪爭に缺くべからざみ團結な》sennaciaな 

skaloの上により廣く.より固くしようざす 

ちのがSATの存在意義でめり.その目的で 

ちる以上、いわ®ちSATの文學はsennacieca 
lingvo, etp.で表現された proleta literaturo 
なのでちる。

それが故にSATも中心さするproletaesp- 
istaroのつ文學は解放への關爭を.束縛へ 

の反抗を、合理的生活の確立も・阈民的相互 

の阈際的對立の存在を否定して.eksternacia 
な範圍により徹底的に理解せしめら文學なの 

て•あり、素晴らしい未來の展累を持って全力 

を揚げての緊張の下に、吹き募る逆風に勇敢 

に抗して、まっしぐらに突進する!okomotivo 
の底力过熱さ沧持っているのだ。

Dekadenco に醉いしれて ridetanta prozo 
(B. Schwarz)をシャンベンの栓ミー緖に吹 

き上げるsensencaなspritecoも悲げにハー 

ブ か ら奏でる alta kanto de V amo (T・ Jung) 
戀の幻の影を追いすきて現實の戀も出來ない 

romantika な人生の viktimoj (J. Baghy)の 

姿なんか、すべてburĝaj verkistojの末梢的 

世界は明るい希望ご執拗な闘爭^によって與 

えられたproletaj esp. verkistojの持つ太い 

線の力强よさの影に抹殺されてしまう。

しかしてSAT文學の典型を見るのならば 

先づ E. Izgur の"Je Ia nomo de 1'vivo v 
の一卷も手に取るべきだ。奔放に驅ける著者 

の思想は口由な潑训ささ力强さに充ちたその 

stiloによって眞にunikaな一つの世界むわ 

れわれの前にくりひろげている。現實の不合 

理.束縛・迫害え果敢な戰を挑む过共に建設 

5るべき明日の社會の光明も把龙示し1：-大 

詩篇でおら。未だ歴史の短い文學の耀かい、 

將來の姿を暗示するに足る傑作であち。

更に同じ着者の作はミしては4< Nur volu 
も擧げ得よう。十數年もの間、ロシア帝政の 

迫害の下に勇敢に被搾取階級に味方して闘っ 

た文士ざしての著者もより强く思はせらもの 

だ。勞働の讃歌な歌ってその行くべき道を示 

した詩でおる。

他にMihalski, Hohlov等の詩人は未だ充 

分にそのctburĝecoも脫脚1切らないざの非 

難を受けてはいちが.彼らの持つ进れた詩の 

技術は次第に磨かれて行く ideologioによっ 

て、より美しい優れた詩な生む二さでわらう。

NovelistoさしてはL・Jvnも攀げればな 

らないcその作集"Ruĝo kaj Blanko ”には 

名作“Cimoj，な初め短篇が集められているc 

cimojの中には・破壞から建設ミさ人類の未だ 
經驗しむかった過禅を勇敢に歩みつ、わるソ 

ヴェト・ロシアの姿が描かれていち、外國の 

干注や白甲の狂暴さ戦うささしに黨の內部の 

戰ざミも戰い行く人をの.明IIも築く如何に 

も力强い旌信わろ努力が覗まち。

更に しiteraturkriiikisto さしての N・ 
Nekrasovの疗在はSAT文瑕のみでなく、全 

esp.界の持つ最1輝かい、光であち。

最後に言及しなければならないのはSAT 
の週刊機關紙“Sezacimo"の主筆E・しanti 
でftoo彼の存在は現在SAT運動に於て實 
にkompasoの施位な占めていみc SAT-ano 
No.1.なんだから文旬も言・丸ないか匕知らな 

いが。SAT逹動も10年に直って右にt左に 

L偏らず全世界のproleta esp-istaroの生艮發 
展范目標にしっか芒据之て.今日までの發展 

に那いて來たのは多く彼の不屈な<nergiaな 

努力のお险であろ。直接に彼の存在U>P・文壇 
さは結付けられてはいないけれごも、''S・ulo" 
に現われる彼の奇警な辛辣な論調.しかも銳 

いその論鋒の內に一脈の機智を含ませられた 

キビキビビ齒切れのい、啖呵“ esp.そのも 

の、明確さを十分に發揮したもので.人類の 

實踐に入って行くべきesp.の技術的將來に 

喑示を與ĴIちものであり彼厲美文的文學的價 

値からでなく的確明载に充分にして且必要・ 

充化すご莒う見地からすぐれ了： diistoさ言 

い得よう。

その他芽生龙つ、おる作家は數多くめち 

が、上述のやうにSATな》中心さすらproleta 
esp•範動の發展任現在に於けみより、より多 

くその將來にか、っていみのでおみが故に、 

その文舉的活動の進展もーにその未來に二そ 

期待をかくべきなのだ。

"La spiritaj produktoj de 1'nparUj nacioj 
fariĝ： s komuna propraĵo. La nacia unuflan
keco kaj limigiteco fariĝas pli kaj pli neebla, 
kaj el multaj naciaj kaj lokaj literaturoj 
formiĝas mondliteraturo.ざ Maniŭsto に言・ 

う〇實にそ二に二そsennaciecaなesp.の役 

割があらのであり、しかもそれはsennacia 
ekaloに團結して立つべきproletaroの!itera
turo でわるべきなのだ。 .
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ワシリイ・エロシェンコ

平 岡 昇

ワシリイ・エロシェンっは今頃、ご二で何 

なしてゐみだらうか?

こんな問が■時7:ま・幾分の郷愁的な感情 

も伴って.私たちの胸に浮び出るこさがめ 

ろ。そ二で、與へられ沢二の礎會に.私は・ 

あの盲詩人の消龙か、った映像を今一度焦點 

に戾して.それにあ任たヾしい一當な投げて 

みようさ思ふのだが.結局、瓏ろげお追憶を 

無益に反芻する!芒になるかし知れない。

エロシェンづの名は、日木で（し可成古く 

から多くの人々の間に識られてゐみ。それ 

li.勿論、「解放」や「我等」なごに載った 

彼の童話や童謠も通じてヾある。それらは・ 

就會批判を含んだアレゴリイね巧みに藝術的 

に具象化い・ので.社會意識を執って立ち 

始めア:當時の一群の塹術家たちに・藝術的技 

巧の點でも、又思想の上でも、多くの啓蒙的 

な寄與も果したしのだった。彼の作晶の現代 

日本プロレタリヤ文學に對して持つ持殊な倉 

義に就いては.やがて口本文學史の上で、注 

目されち口の來みこミを信ずみ。だが・私た 

ちにざってCUかう云ふさ:味のエロシェンコ 

过同時に、否それ以上に、國際語エスベラン 

トに依って、直際文學の屐I典型的な一形式 

ね創ったエロシェンコの存在が耀大な意義も 

持つ〇同時に詩人エロシェンコの生命は、そ 

こに在ろさ考へられる。それは、国際語エス 

ペラントの發生に與った主婆な條件.卽ち祉 

會的背杲ミ・エスベラントも用ひて自己の藝 

術的表現な果す方法も擇んだ;の言詩人の藝 

術の構成さは、餘りにし明白な聯關さ必然性 

な示してゐみからだ。が併し、それな具餡的 

に解明すみには.尖銳な解剖カミ聰明な綜合 

力も必耍さする。そnu.私には不似合でそ 

して困難だ。そこで、私の個人的な印象から 

出發し、その印象の分析や反省な通じて僅か 

に彼の想像臨に批判花投げようe思ふ〇

エロシェンコの雄西亞話の著作に就いて 

H.全然知らない〇私のエロシェンコは、 

和 Gemo de Unu Soleca Animo"のエロ シェ 

ソコのみでかる。他に二・三エス語の小篇は 

めるが.內容■形式さい二前者ご同樣に見做 

Iていゝミ思ふ。若し私に私の大膽な拓斷も 

發表するここが更されろむら也、全エロシェ 

シコの本質は.”Gcmo de Unu Soleca Animo" 

の中に.餘す處なく含められてゐる过云ひた 

い。

ヱロシェンコの魅力は、鄕愁む想はせち。 

印象は太陽の光線のやうに强烈でも明瞭でも 

方:い。むしろ.黄昏の凭うに弱々しく微かで 

おる〇 が、それは、Ĵ,Gerno de Unu Soleca 
Animo"を逋じて現在の私たちの眼に映ずら 

エロシェンつがさうだ过云ふのでめろ。嘗 

て・初めて「ちる孤獨な魂の嘆き」を手にし 

な時の感激はさうではなかった。卷頭の小映 

の中の、おの重く閉ざした眼が.激しい情熱 

の務を私7:ちの眼に向って發散してゐちゃう 

に感じられたものだ。現在の私たちな•さうし 

た全的な共感から隔てろもの任・云ふまでも 

なく時代的な客觀で恐らく彼自I. 
微笑しながら.私たちさ共に.「あち孤獨な魂 

の嘆き」に對しては.次のやうな批判を加へ 

ろ［ミに同意しはしないだらうか。

”Gemo de Unu Soleca Animo"を血なも 

って書いた當時のエロシェンコは.疑ひもな 

く心情に於けるアナーキストだった。人類人 

主義（ホマラニスモ）（し 人道主義であちさ同 

時に・著しくコスモホリタン的で.從ってア 

ナーキズム的でちみ。エロシェンコ（I人類人 

主義者だったが、アナーキストではなかった 

ミ云ふ抗辯に、彼の本質右無企に歪曲するこ 

こにしか役立たない。たが、アナーキストだ 

ミ云っても、クロポトキンやプルウドンのや 

うな哲學や縊係的思想はない。正に、□然發 

生的なアナーキストでかり.典型的なルンベ 

ンでわる。ルンベンの情熱は.權威に對する 

盲目的な反抗意識だ。彼が帝网主義や軍國主 

義な呪ってし.そ二には.その對聽物の姿沪 

明確に卬象づけられてゐない。私たち（I、T： 
ソ彼の感情的な.云はヾ源始的な反抗の痛烈 

な叫びや・時ミして区 哀訴に似たか細い涕 

泣を閒く。彼の哲學の具象化されア:寓話な讀 

む時、社會事象や制度に對すみ彼の知的な批 

列や諷刺が.外物の束縛に反抗する自然兒の 

悄热もすら背景にするやうに乩える。二ゝに 

繰返すまでもなく.彼の童話をー賞する社會 

思想任.感情的なアナーキズムだ。從って. 

それ（し非科學的なユートピア思想にすさ•な 

い。彼む所謂空想的社會主義者こ見做して. 

彼の作品の中から.現在私たちの耳朶む激し
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く擊ってゐる資本主義ミかプロレタリアート 

むビ\云ふ言葉も備かに拾ひ出すこざが出來 

みこしても、その槪念は極めて朦朧さしたも 

のであち;しきは否めない。だが、それ□、彼 

の生活意識を決定した彼の社會的還境に由來 

してゐ了:。近代の社會的矛盾のきざし初めガ 

世界も、國を追はれ•家を失ひ、國境な超之て 

彷徨すろ育目の感傷的な魂の夢は、ごうして 

も赤兒の如く.本能的な自我の樂固なさ迷任 

むけれぱならない。强權の絕對否定ミ社會的 

統制も受けない個人の擴にされ仁價緘・それ 

らが彼の原始的な反抗意識から生れて、やが 

て彼の人類愛の夢想境な形作った。それにし 

ても、生れ落ちる过間もなく闇の中に放置さ 

れ讥さ云ふ宿命に抗して・彼の心眼に大光明 

を玮じた彼の幻想の力（二 尙一つの滋異でお 

リヽ魅力であろ。ま二ざにエロシェンコの幻想 

は、過ぎ去った少年の日のやうになつかしい。

けUご—現代の理智的な社會人（I、彼の 
哲學な嗤ふだらう。それ任當然だ。だが・こ 

ゝで.彼の歷史的價値を.私たちは救ひ出し 

てやらりばならない。文化の有機的な進化を 

觀もものは、「歷史」を價値の標準さすみ。工 

ロシエンコは歷史の上で任決して賃弱な存在 

ではない。何故ならば——

近代世界の网際生活过國際語エスペラント 

の出現この關係に就いては恐らく 一切の說明 

が拒否されろほ沢事態（よ明白であらう。が、 

エスベラントミニの盲詩人この聯關厲ご・う云 

ふ性E Miってゐるだらうか。ザメンホフに 
依る國際語の發生は、正しく被駆迫者の.弱 

者の自己防衞の意識の暗默の示唆に依ちLの 
だった。彼のエスベラントを多數の人々に宗 

敎的な悄熱あtって支持させた思想一人類人 
主義は、祖•界平和な第一の標的さする。それ 

は.餘りにに平和なきために苦惱する多數の 

民衆の願望だったからでわる。例へ苜語にの 

み根本原因な認めてゐれこは言へ、人間が人 

間も苦しあみ不合理な痛感してゐア:からだ。 

ザメンホフの人類人主義は、近代社會に內在 

する被糜迫養たちの當時に於ける總意志の漠 

然芒い:反映むった。だから.人類人主義は 

エスベラントのイデオロギイであり.兩者は 

完全な統一縊だった。從って.たこへそのイ 

デオロギイが有機的な發展を遂げて今日全く 

他の形態を執るに至つ'T:さしても.人類人主 
義の歷史的意義は斷じて抹殺されちニさけな 

い。そして.二の人類人主義の最も直接な藝 

術的表現な果し得た最初の、そして恐らく嚴 

密な意味では初期に於げち唯一の作家が、我 

がエロシェンコて・ある。そして、二の斷定（I 
煩錯な證明を必要过任しないだらう。尙.同 

時に彼も以ってエスベラント正統遞文舉の尖 

端的代表者。一人さ見做す:（X.不當が憶 

斷で"ないざ思ふ。
か様に.歷史仕.當時の社會の所謂客觀的 

な状態に百千のエロシェン・コの可能が胚胎さ 

れてゐたこさを示す过は云へ・否•それ故に. 

彼の頭上に犯すべからざあ「必然」の輝きを與 

へみ。

最後に・作家さしての彼の技術さ個人的な 

彼の性格が私たちの批判を待ってゐち。1' 

が.こ、で（工多言の必要は餘りない。彼のア 

レゴリイ（工明快な表現か持たながった。時过 

して彼はアレゴリイの驅使を忘れて.口らそ 

の中に幼兒の喜怒や哀樂、或ひ（I不安・希望・ 
憧憬の感悄ご共に溺入してしまふ二ささへめ 

も。仁が.それ厲必ずしも反効果的ではなか 

った。作品から出る廿苦い淚は.目明。瞳を 

蓋ふ今一つの膜を、剝がしてくれちに任充分 

である。殊に.彼は性格的な.卽ち天びんの 

童話作家である。「めろ枯葉の物語」に集めら 

れ兀六つの話（ヱ、アンケアセンの伽話が近代 

的な衣裳を着て私たちの前に現れて來'Mし 
か思はれない。勿論、「わろ小さな女の兒の秘 

密」の中の、女の兒の不幸拄.アンダアセン 

の「マツチ賣の娘」の不幸ざ（I違った眼で觀ら 
れてゐる。何故なら.私たちの淚は後者の場 

合では子供U身に對して注がれさのに反し 
て.前者で（工子供に代表されちわる者に注が 

れるからた。「私の學校生活の一貝」の幼い、 

不幸な「私」や「ラビン」（I、少しく人人び 
了:皮肉屋ではわるが.矢張り純眞な暖かい童: 

心がその背後に微笑してゐるのが感じられ 

み。何れにしても.童話の形式は•自然兒工 

ロシェンコの發術的機能に恰好な賓現の手段 

な與へた。彼は・童話ミ云ふ天から賦へられ 

た□も心ゆくば炉り開けて高らかに唄った。 

その音律や階音の魅力（エ・旣に過去の中に埋 

沒した作品の啓蒙カミは反對に.今でL私た 
ち花捕へずには措かない。彼の文ffi!の、風の 

砌きや水の流にも似た口由さ.流暢さ任.エ 

ス語文學中の白眉でわみ。 一

あち風許に依れば、この國なし兒队 革命 

後のSS國に歸って.新祉會の建設にSiiiiして 
ゐる过云ふ。果して事實だらうか、私に一種 

の疑問が浮ぶ。

生活き思想・人間な構成する二の二つの要 

素（:uいつの場合でも.宿命のやうな嚴きし 

了:存在でああ。こさに、ワシリイ・エロシェ 

ソコは盲目でfevJ.女性的な緻細な感受性も 
具へむ夢,想家でわり、而し永い間國も逐にれ 

了:彷徨者だった。盲目さ云ふ生理的條件は彼 

に在っては.明暗二車の影響を與へてゐろ。 

弱者の匕ネクレミ小兒の我儼.それが一再な 

らず感じられる。こもかく、底深いルンペン 

的なインテリゲンチヤ性に蝕れた彼が・果し 

て「勞働」のカミ意義が悟るだけでなく ・建 

設的な雄々しい野蠻力な以って・過去の彼か 

ら幸福な逸脫も遂げ得たかは.尙一つの疑問 

であろ。私には彼の宿命丄恐らく「おろ孤躅 

な魂の嘆」の中に在って・その彼方に延長さ 

れろ:ili.恰んご不可能に見もな。
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E- IZGU R

暗夜太洋も航する者に正い、進路も示す北 

斗星のやうに、新社會への行路なさし示しっ 

つ、我らの詩人!ZGUR (1燦过して北方の空 

に輝いてゐる。

彼厲1881年ロシアの小邑ベレミフノの賛家 

に生れた。パン職人、荷擔ぎ人足.給仕・汽 

船の掃除男、板挽き工場の板擔き等をして.年 

少から自活して來た彼が獨學で學び始めたの 

は十八歳の時でかった。幾年も經ないうちに 

彼の天才“幾多の創作ミなって輝き始めた。

貧童、勞働者ざして、虐げられ奴隸視され 

讥生活は・彼花卑屈に或は自棄的にする代り 

に、階級戰に對する彼の闘志も益々銳くし新 

社會建設の使命に殉ずる彼の志を益々固くし 

ヵ斗りだつ丫:。

1914坪革命運動の爲投獄されて以來■下獄 
數回.或時は死刑の宣告も受け.其執行の二 

時間前に危ふく救厲れ7::：ざLおつア:。

バイロンは詩筆も抛って希臘斶立戰爭の應 

援に赴いたが・わがIZGURは舷執って任 
文藝戰線に同士の啓蒙指導鼓舞激勵に努める 

ミ同時に劍も執って任革命軍に入って戰った

文學に科學に獨學硏績ごごまる所な知らな 

い彼仕語學に於ても夙に七ハク國語も修得 

し.其らの國語で旣に四十三卷の著がある过 

云ふ〇

革命後新政府は・彼の功勞に報ゆおに終身 

年金な以てし、彼の仕事に自由に專心するこ 

でな得せしめてゐみ。

彼の尊い犧牲的生活は殊に勞働苦達の敬愛 

在》一身に集め、彼ら］I彼を》Heroo de Laboro 
いび、彼の著は勞働者の聖書ささへ云仕れ 

て親しまれ仰がれてゐる。

將來の新らい、社會の人類はsenklasa, sen
nacieca, unulingvaでめろこざも信じてゐろ 

彼が热心なエスベランチストでありSATO 
會員であるこさは當然であるが、彼がNur 
Volu ざ Je la Nomo de Vivo の二名著も工 

ス語で創作し.新しい世界文舉を世界語で發 

表したこさは感謝も以て特記されりばなら 

ぬ。

二書を通じて杲も深く人も打つものは彼の 

人格でめる。虑使窮迫勞役迫害桎梏の苦な嘗 

め盡した者に豫期されみ陰慘な感じ任毫末t 
ない斗りか、選んだ正しい道を歩む者の寂然 

了:お沈着3ミ正義さ愛の最後の勝利を確信す 
る者の希莖に滿ちた明るさ朗かさこは、味方 

の敬愛の悄を益々深くする丈それ丈敵に畏怖 

の念花生ぜしめTrili?かない。

全人類の至福を希ふ 念に滿身が燃龙てる

森田松榮

彼、正義ミ自由&深く愛する丈不正ミ巫制さ 

を烈しく憎思マも彼任、無瞰の無産者の生血 

な吸ふ貪慾砲くない大蜘蛛が、四方に張りめ 

ぐらしてゐる資本主義からくりの大網も.烈 

しい義憤も以って.明快に指摘し說明し警告 

すろ。無産階級の幼兒はごうして生れ乍ら讎 

娥き戰dhit-r：らわか.其母親壮ビうして. 
戰爭で殺される爲に奴隸のやうに使役されろ 

爲に子を生土なければならないか.其靑年は 

何故同じ階級の兄弟む殺す爲に兵役に就ミ. 

彈藥や毒ガス製造の工場で働かりばならq 

か資本主義制度の下にちる御用學者さ僞善者 

さはいかに法律・宗敎・所謂思想善導により 

民衆の眼な蒙ますべく努力しつつあみか。所 

胡改善論者任ぎん祢「味方」づして無産者 

も僞瞞しつつあるか。

「目な醉ませ兄弟.我らは禽獸过してでな 

く人間ミして生きろ權利を獲なければなら 

ぬ门團結せよ兄弟Kuraĝe kaj vigle por homa 
feliĉo ni hme batalu !意志せよ兄弟 Nur 
volUj k：ij nia revata finvenko fariĝos realo !さ 

てその結果任? La granda produktiva loboro 
de 1 Sennacieca, unufamilia, frateca, unulingva 
homaro plenigos la grenejojn per aromaj 
grenoj, la deponejojn per vestaro, ŝuoj, libroj, 
bildoj kaj ĉiuj objektoj kaj ajoj por kontentigo 
de plej rafinitaj bombezonoj.

NUR VOLU で malaperos la malsanoj, 
maljuneco kaj la mortoj ミいった彼は Je la 
Nomo de F Vivoでは更に進んで人智の建設 

的努力ざ科學のカミが人智の最t大きな勝利 

——死の征服一人間の不死の實現にまで說 

き及ぼしてゐる〇 Je la Nomo de F Vivo花 

讀まずに厲我らは豫言者で詩人である!zgur 
を知るこさは出來ない。彼の叫びに應じて世 

界の全無産階級が.戰爭反對の爲の戰も宣す 

み□、世界平和の曙光け全地にさし始めるで 

めらう。

彼は云ふーー

Antaŭ ci estas du vojoj :
Unu—vojo de bumiliĝo, obeo al elemento, 

sklaveco antaŭ la „nevenkebla fortou, flateca 
rideto antaŭ la leĝo de Oro, genufleksiĝo kun 
korpremo antaŭ la nesatigebla Moloĥo de 1' 
Morto,一

La dua—vojo de ribelo kontraŭ la tiraneco, 
vojo de ĝia dekroniĝo, vojo de batalado kon
traŭ la elemento kaj venko super ĝi, de gaja 
kanto de krea laboro kaj racio, venkantaj la 
Morton.

Elektu・・・・
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FORGE ミ LUYKEN

先日守隨.平冏兩氏が訪問せられて、しa 
Revuo Orientaの三月號ばいつもミ調于をか 

へてliteratura numeroさすZ,ニミになった 

からEsperantaj originalistojさして聞之てゐ 

みForge过しujkenの二过な何か書いて欲 

いゝさいふ話であったが、私は此等のorigi
nalistoj に就いて持に調べたわけでもなくゝた 

、・彼等の作品む讀過い:にすぎないから.利 

にさって仕誠に突飛な註文で弱ってしまった 

のであるが、ア:ってミのニミで兎も角書いて 

見み御約束をしたのでちる。

ForgeざLuyken任諸君も御呑じの如く 

Bulthuis, Baghy 等さ共に Esperantujo に於 

けろor：ginalistojミして錚々たろしのでお 

み。Jean Forgeは某作家の匿名でーー私の 

記臆に誤がなければ一氏は病中友人より贈 

られたエスベラント瑞習書を讀んで、エス語 

に興味を覺ま・病氣恢復の後はじめてエス文 

の創作に筆なさりAbismojル發表したのだ 

さ聞いてゐる。同書111923年に出たのであみ 

がそのロ由奔放な書き振り.エス語を巧みに 

使ひ:なしてゐる輕快な文體なごが忽ちに全 

世界のエスペランチストの心を捉へ\絕大の 

好評を博し、一躍Esperantujoに文名（?［花 

馳せた。これに勢お得て次に發表い:のが翌 

1924年に出た Saltego trans jarmiloj で f）io 

然し二れに豫期に反し大い:反響も起さなか 

ったらしく、その後エス文創作の筆を絕って 

しまったかに見龙る。Abismoj （［筆致に稍々 

新鮮昧二そちれ極めて逋俗的な戀愛物語でめ 

あし、Saltego trans jarmilojは、著書がその 

丿乡文に i " Esperantistoj estas ĝenerale homoj 
bonhumoraj kaj fantaziemaj. Mi do esperas 
goj igi ilin per tiu ĉi verko konforma al iliaj 
ecoj.*1で書いてゐろやうに fantazia romano 
で.書名の示すこほりネロ皇帝やセネカの時 

代に一足飛びにやって行くさいふやうお至極 

ナンセン久なものであお。

II. A・ しuyken の著作は Stranga Heredaĵo 
<1922）, Pro IŜtar （1924）等で.共に四六判 

三百頁からの堂々讥ち長篇でわあから.作品 

個々に亘っての解題は他口に讓ろが.Luyken 
は英國の古いエスペランチストで.その文S5 
ii竪實むがっちりしt： tのでおって.Forge 
の輕快ねる文號さ者しい對照をなしてゐみ。 

由來英國人のエス文は證みづらいさいふ餘り

規 弘和

香ばしくない定評のちみ中で.氏の文章は斯 

然本格的なtのであĥミ思ふ。

ミまれ、一仁輕快、一は靈厚、Forge, Luy- 
ken兩氏の作品はさもに文章上我々の模範さ 

すみに足ろしのでわらう。た・作品の內容に 

於て更に我々の生活に切實なみもの.明口の 

世界を約束し、來らんさする新しき社會への 

暗示を與へろが如き新興文學の力强い〇吨れ 

nalaj verkojが我が!'sperantujoに現仕れみ 

ここな私は切に期待するものであろ。

次に兩氏の文體の對照を示す爲め夫々の著 

書より一節を拔いて揭げて見やう〇

冷 長 衣

Ha ! Eksaltcgas Ia montrilo de P taki metro! 
Ektondras la motoro・ Antaŭen kun triobla 
rapideco!.......

La vojo kuregas kontraŭ min.
La pinte-akra antaŭaĵo de la veturilo 

tranĉas kvazaŭ glavo la aeron. Furioze 
muĝegas la vento・ Gi forŝirĉgus sendube 
mian kapon, se mi ne kaŝus ĝin malantaŭ la 
duonronda ŝirmanta vitro・ Lu bruego de la 
maŝino kvazaŭ dronigas en la venta faj fado. 
Mi estas surda jam.(略)

Vilaĝo aperas-••infanoj ludantaj ••• hundoj 
bojantaj*• -flugetanta kokaro*••averte kriegas 
mia sireno…for・mtniien !・・・pli rapide 1(略) 

homoj …bestoj …arboj ••- herbejoj• • • kampoj ••• 
arbaroj •••pli rapide ol filino ruliĝas preter 
mi 13 multkoloraj bildoj-••

(El a Saltego trans jarmiloj^')

* * ★

Malvarma posttagcnezo, malagrable mal
seka, alproksimiĝis al peza, malgaja vespero. 
Nebula krepusko surrampis la tombejon de 
la vilaĝo Linkfield. Soleniga silento regis 
tie, interrompata nur de susureto, kaŭzata de 
pezaj gutoj, falantaj sur velkintajn foliojn. 
En &rkaŭbaro de granda； familia tombo staris 
altkreska viro en profunda medito. Lia 
nekovrita kapo estis respektege klinita, kaj 
per ambaŭ manoj li tenis belan girlandon el 
blankaj floroj. (El"Stranga llĉredaĵoy)
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Baghy 芒

△1920年夏中歐ハンガ•リーの首府ナク・ペス 

ト市に第二十一回萬國エスベラント大會の開 

かれる時、英國ロンドンの"Inteanational 
Language "誌副主筆 K. R C. Sturmer 氏は、

„Viziti la hejmurbon de Bagby kaj Iva- 
loscay, la urbon pri kies beleco mi aŭdis 
tiom da laŭdo kaj vidis tiom da ravaj bil
doj, tion mi nepre intencas, okaze de la 
mondkongreso en Budapest.

ミ 云ってゐ ち〇 D-ro Kolomano de Kalocsaj 
(X “Mondo kaj Koto"さいふ創作詩集花發 

表した立派なエス人ヲント詩人で・その詩人 

的天分はノ、ソガリー文學をエスペラントで盛 

に飜譯紹介もしてゐる。ゲーテのFaŭstoに 

も比すべき Ernenko Madĉ,cb の Trage
dio de P Homo,"彼の国の世界に誇る詩人 

Aleksandoro Petofi の „Johano la Brava/4 
現代 の人氣作家 Frederiko Karinthyの 

Morgaŭ Matene," Eŭgeno Heltai 及ぴ Emilo" 
Makai の ”Ln Paĝio de 1'Regino" Geza 
Gŭrdoneji の ”Du Kokcinelo"等のエスペヲ 

ント譯がちり.またハンカ♦リー民謠エス譯百 

編4»收め了: „Kantanta Kamparo0の著書が 

める。ハンザリー語の如き密遍的でない國語 

で著された文藝作品は.如何に傑作でも.埋 

れて世界民衆の前に出る機會が少くない。玆 

に於て K・ de Kalocs:iy 等は «Per Esperanto 
al la Tutmondo"の標語の下に、ハンカ♦リー 

の文窘を世界に紹介す ちの勞を執ってゐる。 

△K・de Kalocsayは彼口らエスペラント詩 

人であみが、Julio JBaghy任百チロッエソト 

のエスベラント詩人(cent-procenta poeto Es
peranti) でわろ。彼は1923年に詩集„Preter 
la Vivo"な以て73篇のエスベラント創作詩 

も發表L、エスペラント詩界の第一人者さむ 

り・次で1926年に“第二詩集„Pilgrimo«花 

出し・二れに原作詩篇を盛った。その間に・ 

彼は1925年“Viktimoj"ざ題す;5シペリア 

捕虜の生活も描いた艮篮のromanoを書み、

Kalocsay
粟飯原晋

1927 年に仕 „Dancu, Morionetoj !<r さ題すろ 

novelo10篇な內容さした短篇小說集を刊行 

し、1929 年に(匚更に „Migranta Plumo" 
さ題する詩7篇、短篇小說8篇、戯曲2篇 

(•飜譯7篇をもく ［を集めたのを出版い:。

彼の苦書は何れも菊半载型120頁乃J70頁至 

位のIのでちろが、1923年より1929年迄 

7無問に五册も出し.詩122氛 小說18篇. 

戯曲2篇.lionano1篇を發表い:勉强振り 

は・なかなか物凄いしのて•めろ。

△換旬軍の無名戰士の一人过して世界大戰に 

出征した彼厲.ロシア軍の捕虜ざなってシペ 

リアの曠原に流された。彼の„Viktimoj" 
その生活記錄でわるが.彼斶特の芙しい、新 

鮮な筆致は、眞實に・J1つ卒直に一つの人生 

を描き出して餘韻なくエスベラント原作小說 

尖端に位マみtのであらう〇 Eagby 〇らも 

„Viktimoj"の扉に „alla originala literaturo 
de Esperanto-.•"さ書いて、その抱負を示し 

てゐみ〇處女詩集„Preter la Vivo"で、彼 

(I D・ro Zamenhof が創めた internacia paci- 

fism-espcrantisma romantikismo の光 gほ 者の 

一人さなつた 〇” En la sangon, verŝitan sur 

tero, dezirus mi trempi la plumon." ご叫ぶ 

彼2 戰爭の悲慘を惴驟せみ尊き平和論者で 

ち“また彼の著書には何れにも、”Amo 
kreas pacon. Paco konservas homecon.王!〇・ 

meco estas plej alta idealismo"さいふ標語を 

揭げて、彼の信念を吐露してゐる。

ABagbyこれは眞に生れながらのエスペラン 

ト詩人でめ讥エスペラント作家でめ“彼 

の詩14篇、小說1篇が、Internacioj Floraj 

Ludojで授賞され.或は推攀されてゐるこ过 

等は.その天分を示す｛,のでおら。英國人が 

Swinburne や Burns,ドイオ人が Heine,フ 

ランス人がVeTlaineの詩集を坐右に備へ;5 

如く.世界のエスベランチストはBagh/の 

美い、詩を愛唱せよ。



81

ソビエット・ロシアのEsp.運動

Esp.ミロシアミは綠が深いc Zamennofが 

先づその種子な蒔いたのはロシアであり、初 

期のesp.運動はロシアの同志によって支持 

され.當時carismoの迫害にL拘らずロシア 

には幾多の優れeFp-istojが輩出—ロシア 

に於ける連動の發展は言語ミしてのeap.そ 
のものにも多大な影響を與へたのでちち。そ 

して戰前ロシアに於けちe>p-istoの數は實に 

8萬壬註された。しかしこの發展の道は1917 
の革命さそれに引緻い化內亂干涉及ぴ政治經 

濟回復再建の貰際的生活の緊要さの了:め長い 

間阻止されざろな得なかっれ。

が今や從來の東洋ご西洋に跨って封建的な 

生活ミ文化ミを持っていたロシアは工業の徹 

底的發展農業の社會化によって.人類の經驗 

Iない新しい社會主義的生活への緊張した一 

歩を踏みしめようご1ている。五坪にして國 

家的全經濟力も倍加せしめんさすろ經濟開發 

計畫の弟一年度の素晴らい、成績（I輝い、そ 

の第一歩ざ言へよう〇かくの如き經濟的發展 

に從って、その文化的分野に於ける活動I次 

第に目覺ましくだりつ、ある事は言うまでも 

ない。

强固なh組織によち統制あ〇意識的活動は 

SEUの最近の運動にも見られろ。こ、に 

SEU （Sovetrespublikara Esp-ista 匸nio）の活 

動振りを全縊的に紹介する二ざは.單に國際 

ヱス運動の一 knrnikoさし價値がおるばかり 

でなく、エス建動全般の進展の將來に對して 

一つの力める暗示を投げるものごして充分に 

大な意義を持っていろ。

現在各國のエス運動は大能に二つの流れに 

分たれている.卽ちじEAを中心ミマち中立 

主義的團¢3ざSAT花支持すち階級的無産 

esp-istoたちこの對立である。この對立厲大 

戰後に於てSATのUEAよりの分離以來ま 

すまもその溝隹深めつ、めろのは現代社會の 

めらゆみ文化的社會的運動ご何らその軌な異 

にすみしのではない。しかして質的に見て 

SAT过UEAこの差異任近年に於て正に伯 

仲の間にちる。 ^

Privat御大の不評さUEAそのもの、活 

動の沈滯は Heroldo de Esp.の活躍によっ 

て辛ろうじて中立主義エス界の活動に生氣を 

與之られている。それに反しSATも國際的 

機關さして圈結している各國しEAむ初め左

和田一郞 、

翼エス運動の活躍ぶりは每年のSAT犬會の 

活氣・SAT出阪物の坊加を見てし理解され 

〇〇二の左冀エス運動の有力なるー角も形づ 

くみの任實にSEUを中心ミするソビエント・ 

ロシアのエス運動でわみ。

SAT會員7000の中1700をドイツが占め・ 

15004・ ロシアが占めているのむ見てもロシア 

の國際エス運動に力めちこさが窺之ようK ロ 
シアではueaの連動は禁止されたいわ。

大戰革命內亂飢饉の後なうけ復興の漸く成 

ろにつれ■更に新經濟强化に猛進す3につれ. 

國氏全般の生活狀態は漸次改良され.文化述 

動の分野が量的に質的に擴大されるミニろに 

ソビエット•ロシアに於けろ&p・の大なる攪 

大性が見出される。この點（工合理化、失業等 

で知識階級の沒落して行 <資本主義國iは異 

ってエス運動の進展して行く根本理由をなす 

ものであち。現在では上記のSEUが全國的 

に活動してZt•り、Moskvo に Centra Komitato 
も置き各地にはそれぞれkomitatoがめり多 

數のĈeloがあろ。會員數厲昨年9月で4523 
である。SEUの會員站加擴人の方法は注目 

に値する。卽ち、1928年10月の年次變りに 

1928-29年に5000の會員に達マべきも中央委 

員會が公告する。今までの狀態に應じて各地 

方委員會に增加見込數の割當が行はれ.各都 

市.各celo仁相手も撰挥して競爭をやみ。 

かくして1929年9月には豫定數の90% 4523に 

達したのであみ。本年度1928-30年に“會員 

數8000な目標さして.各地方に活動が開始 

されている。すでに白ロシア國委員會厲クリ 

ミアを・キエフはオデッサも撰び.相互に獲 

得さるべき會員數・講習會數.國際通信網の 

擴大.圖書販賣高・SAT會員數等を芒りき 

めて所謂Socialisma Konkurencoを開始し 

ていろ。現に二の運動の効果的な前年 

度に豫定數を突破い7地方委貝會の數（二 

Kremenĉug, Odessa, Ĉita等十數に上つ讥の 

を見てもわかる。

この會員倍加運動の爲にSEUの中央委員 

會で復敎科書3萬.辭書2萬の準備な馬し・新 

たにIncertovの著し了二各esp. &1〇運動方 

・法を指譽的に說いた1〇〇頁以上の册于が刊行 

され、Ŝabor, Sneĵkoの國際通信へのesp.適 

用の方法を示し了:書も出版された。

かく運動が國民の生活に次第に深く入り込 



82

むにつれ政府の補助も次第に增して來る。現 

在ロシア國垃出版局では二種の敎科書も印刷 

中であり、ウクライナ風立出版局で（エリクラ 

イナ語の敎科書も刊行し、Moska Komunista 
Akademioではエス運動の進展にかんがみ. 

國際語硏究の講座ん設け.外國語硏究講座で 

（I esp.の講習をやりだした。先年SATの 

大會がしeningrud ・で開かれた時过1929年esp 
發表4〇年祭に際しては政府は記念切手を發行

I.官製の劉;便ノ 、力・キにもesp.の文句が入 

っている。

殊に南露ウクライナに於けるエス運動け非 

常な活氣に充ちていお〇ラヂオの敬送（I言う 

までUX<.各斯閒は紙上にエス語!闊を設け 

靑年komunistoたちの各機關紙も一齊に工 

ス文のペーヂ隹揭げるほごでめる。國立敎育 

學硏究所で（よ數頁の”p・resuma folio u Vojo 
de Klerigo”を全世界に配布していみ。尙興 

味あみ事實は、SEUによって提唱された經 

濟開發五年計畫に對して全聯邦のesp-istojの 

參加意志を 表示すみ農業traktoro u Soveta 
Espemntisto”號の建設資金募集でろ“

SEUでは更に最近出版に意を注ぎ・辭書 

敎科書の刊行仕もちろん・Komunisia Biblio
teko を初め、旣にStalinのu Pri Lenin," 
Leninの宗敦諂、K omi nte! n次會決議書等を 

出し更に Nekrasov の"Internaciemo kaj 
Stnnaciiĉmo ”等の興味お〇論文し出みはず 

で劭る。E. Drezenの國際語史論、Marrの 

唯物主義言語理論なごもすでに刊行され7:。 

近く任世界的名譯家Ŝidlovskuja女史のĈehov 
もの飜澤が出た。

SEU で仕機關紙 u Informilo ミ u Bul
teno de SEU”1めり、更に國內esp-isto 
の質的發展のためにロシア語を主こした 

° Mejdunarodni Jazjik "なろ100 頁餘の雜誌 

を刊行している。

現在のロシアesp.界を牛耳っている人々 

山卽ちSEUの中央委員會隹構成している人 

々で、その御人さしては先づE. Drezen （L. 
K.）を擧げり|てならない〇彼（［單にesp-isto 
さしてのみむらず公的には對外文化連絡協會 

くVOKS）の副會頭さして、その機關紙uIn
forma Bulteno de VOKS ”の編輯長さして名 

がある。（二の月二回英獨佛語で出・れみ 

bultenoには各語版卷頭に一頁に瓦って當該 

號の內容がesp.でresumiされていみ。）如 

に國際語の發達にかけて“專門的な研究をな 

し世界的に知られている、が年は未だ40に達 

せずその演說は力强い確りしたものでesp- 

oratoroの隨一IFztのオ走し〇Ĵ:無內容 

なのなぎは比べものにならないそうであみ。 

—掘にロシアの有力なesp-isto （I年若';して 

活動的な二ざ.すべての政治經濟機關に於け 

ろがようである。

SEU機關紙の編輯者N. Nekrasov I SOh-J 
後の活動家で・はつ熱情家でわる。Klasikaの 

中に新鮮な生氣も吹き込んだ彼の^iloの美 

はロシアesp,界の花でわろう。T. Jungの 

"Landoj de fantazio,” Bulthuis の"Vila 
mano," Baghy の"Viktimoj ” の!iteratura 
kritiko （二彼のesp,文舉界のよま優れた批評 

家仁ちこさな示していろ。最近の Mihalski 
过Hoh'ovの巫作詩の批評Mその內容に於 

て.その形式に於て近來esp.文壇の名品で 

わる〇がまた.Dietterleの大作"OMghmlノ 
VerkaronへZamrnhofの手紙も150ほどだ 

して著者からや仁らに感謝されてちほヨの 

energiaな人でもめる。

彼ご同年輩の人にDemidjukがお0。彼は 

markisto でめり、しenin の名著 aŜato knj 
Revolucio nの譯者でわり、SEUの組織的方 

血［二與っている。その他 Modcnov, Ĵaveron- 
kov等 のpraktikaな 人 々が 控龙ていち。 

Nekrasov, Demidjuk, Kublev, Fpiidoviĉ, 
Holilov は何れも!929 年に しingva Komi
tatano に選ばれた〇

戰前に隆盛たったロシアcsp,文壇（:U 
Izgur, Ivn, Mihalski, 110111ov 等を擁して次 

第に發展しようこしつ、めち。!zgurはウク 

ライナの知名の文士、その名u Je la nomo 
de1'vivo n （X esp.原作の詩的散文で.新し 

く興りつ、めろ社會主義的人生觀も示したも 

のでstiloの美しい構想の深遠な作品で當時 

非常なsensacioな起したものでわる。!vn （I 
創作小說集u Bugo kaj BlankoJ,な出した 

esp.プロ作家の第一人者であち〇 Mihalski （X 
a Prologo v を、!Iclilov （I "Tajdo” も何れ 

も去年公けにし寥々たちesp.詩壇に大な耀 

を加へた。“Tajdo” C!去年esp.文藝協會に 

よってpremiiされた。

その他古くからのesp-istoで現在t活勤し 

ているのは.名譯者さして定評のろみM. 
宫idlovskaja女史で最近はPuŝkin, Ĉehovの 

ものむ譯出し?:〇南露に仕Tolstojの大作「戰 

爭ミ平和」を全譯したが.出版者也求めて譯 

稿を未だ持ち腐らせにしていろA. Fiserが 

いろ〇 Zameuhof時代からの詩人 Devjatnin 
も最近興味あるZamenhof过の會見記を出 

しr:〇 S9頁に績く）
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邪道に彷徨する 國際語製造狂
新國際語OCCIDENTALの紹介批判な兼りて

2)( 岡本好次

Occidentalの宝母と發音

Occidenta!の考案者Ed. deヽV#hlはビんな 

経歷をもった人物か拄旣にのべた。本號では 

最新語さ稱する同語がいかにつまらぬ遡際語 

でかみかも紹介する事にしたい。

同語の文獻江殆んごなく又よい文法書芒い 

ふものも皆無の今日同語の詳しい紹介は出來 

わが，最近Cosmoglotta誌上へ（昨年九月號 

とり）K. Jano ttaが發表Iつ、あちu Com- 
plet Grani matica de Occidentaln 其他によっ 

て簡卑な同語の文法な紹介すみ事にしむい。

1.字母:.a, b, c, d, e, f, gf h,1,j, k,1, 
P, m, n, n' 〇, p, q, r, 8,も u, v； w, x, y, z, 
ch, gh, ph, rh, sh, th, zz, eu・

2•發音:・一字一音一音一字の鐵則にあて 

はまらわ事勿論。各文字の右側の=の次の 

斜將字はエス語の音を示す。（I・F. A.）な附 

Lたものは 1nternacia Fonetika Asocio の發 

音記號も示す。

"1.a=a, c=e, i =ら 〇=〇, u=?z.
2. y=y （I.F.A.）=®逸語の ii,佛語 

のu （yは子音ミもなる）

3. eu =分（I. F.A.）=®逸語の6,佛語 

捋 のeu.
4. 除外例1：i=jf u=ŭ （但し多咅節 

語に於て母音の前にかる時）

5. 除外例2: U = ŭ （qの後に來た時） 

ゝ&除外例3： ai=（y, au=aŭ・

子昔:.b=b, d=d, f=f, h=A, k=& 1=® 
m =叫n=n, p=p, r=r, v=巧戊エス語ミ同

二c=c （但しe, i, y母音の前に來た 

時）

乂 c=k （1以外の場合）

!】・(但しe, i, y母音の前に來た 
g：［時)

\ 2・g=g (1以外の場合)

ゝ=§ (例:januar=(/anuar')
F={j (例:orel'e, bufon)
□'=耐(例:distinrer, castan^)
q = k (例:banqero = bunkero')

w=ŭ

S=2 （但し二母音の間I二める時）

S=2 （!の場合でなくさもSがアク 

セントのある母音の直後にかつて 

語源的にsの後に母音がめらミ想 

像される場合〇例:omnicos（で）） 

s=s （1,2以外の場合）

s=s （1の場合でもそれが造語によ 

って生じ讥場合に仕$音さす。例 

desinfecterのsは接頭辭desざ 

infecterの場合によって二母音間に 

める故s音）

t=c （但しtia, tie, tion等の語尾 
に於て〇 例:scientie—scjcncje.） 
t=t （!以外の場合〕

I1.%=沪CWし母音の問にめち時:例 

x: I exemple—e.cjz&mp^e）
1 2. x=ks （1以外の場合）

p. y=母音（上述）
'匕.y=j〔母音の前で）

I
I. ch=£
2. ch=g （例外:例へ［て macbine =* 

maŝine）

3・ch=k又はん（但し子音の前又任y 
过結合せる時又はarcĥ过なった時 

又はsの後に來た時）
gh=g （但しe, i, yの前に於て）

恥可］（すべてギリシャ語から由來する 

:一;/語彙に於て）
tn=t

sh=§
zz=c （例:plazzi==placa）
3.アクセント次の如く難解。

1•［原則］最後の子皆の前じめろは音にか 
ろ 〇 例:enite 巧 colere, Austria （u tr が全部 

子音故）。

2.［例外1］語尾bii, ie, im, ulに（エアクセ 

ントなおかず〇 例:etheric, significa, vocabul.
3•［例外2］衣數語尾s及語尾men, um 

はアクセントの位置もかへぬ〇 例:respect- 
abilmen, doctores.

4•［例外3］話後の子音の前に母音なき時 
は第一の毋:音にアクセントも置く c例:die,

5・［氐則2］合成語では各成分のアクセソ 
トを保有す。而して合成成分の前若が名詞形 
容詞又は否定接頭字缶 の場合はこれのアク 
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セントが主アクセントミなり後者仁第二アク 

セントをころ。若し前者がpartikuloでおb 
時任アクセントもさらぬか第二アクセントぶ 

ざり後者が主アクセントをころ事ざする。 

例:inpracticabil, retrovenir.
6•［不規則のもの］全然上の規則によらず 

初め炉らきまった場所にアクセントあるもの 

めり〇例:societa, mo□も!evŭe.(この場合ア 

クセントの記號を常につけておく 〇大文字で 

書く時はapost.ofo にかへてもよい。例: 

MONめ
4.文字の名稱甚だ不規珂。a = a, b=竹 

c=cef(1=de, e=も f=筋 g=ĵĉ, h=ha$ i=も 

j=范 k=みa, l=d, r=eZje, m=em, n=en, 
n'=e可e, o = o, p=ps, q=んu, r=er> s=es$ 
t=化,u=わ，v=te, ^=duplik ve9 x=i阿 y= 
ŭp^ilon9 z=dzedy ch=如 eu = 6, gh=gq ph = 
lafin fi, )h =latin ro, sh=gも th=latin teta, 
zz=ct« (二文字結合のtの任別別に諛も可〕。

以上 Occidentalの文字过發咅(I我々esp- 
istojの眼から見れば不規則除外例だらけでー 
字一音一音一字の原則にあて“まつ才:Espe
ranto の法則芒比較してお話にならQ・のだ 

が「惚れれ1rftirr： i笑くぼに見えみ」の諺の 

通り「蓼食ふ蟲もす、すら」やむを龙ない事だ 

がこんなものが全世界に廣まろうi(I?

Occiden：aiの助辭一覽

1.冠詞 :X:瞬躍
2.人稱代名詞

二人稱

男性

複 數單 數

一人稱

主格T 目的 
格

士松所有 
主格格

y〇・ mi ine noi nor

tu tu(i) te VU
(nostri) 

vor

ii su Ieゝ
illi

(vestri)

lor

vos

illa la (illos)
(illas)

目的 
格

noa

三、女性

it it人く中性

稱/汎稱 on

再歸 se
关〔注磁〕Comitĉ Ezplorativ por li Lingue 

Intemational Auxiliari なる Occ.の改良羞研 

究會がおって試驗的に改良案を採用して之を 

Occ•使川者に使用せしめろ。人稱代名詞も 

1928年7月新案がで、上の如く改良され九 

Occ•發表當時こちがふものはmi=yo, mu= 
xni> vo=vu, ili = illi.(二の次は新語形)

3.數詞:

/1 un, 2 ĉu, 3 tri, 4 quar, 5 quinf 
6 six, 7 set, 8 ot, 9 nin (古い形 

ny},10 deci, li undec! 又仕 deci- 
un .......,100 cent,1000 mil.

基本數・ ［例外】］造語の際quar (4)の代 

りにquadrも用ふ。

［例外2］ 20以上十位が示すにはt! 
む加へdeciな用ひず。(例:20 
= duti, SO=otti)

順序數:esimな附す。

倍數:P1も附す。〔例外］于音に終る數詞 

につく時はupiを附す。

分 數:分子も基本數で分母を順序數でよぶ 

(4/7—quar setesims)［例外］二分,三分，四 

分の場合は unesim, duesim, quadrcsin!も 

用ひずdemi, ters, quart花》用ふ。

4 •其他の助辭 卽ち指示代名詞，闕係代名 

詞,貶問代名詞,不定代名詞;本來の副詞，前 
證詞，接續諒 間投詞の類拄エス語ざ似よっ 

汇のもあり又異ったのI大分ちろ。(エス語に 

於ける秩序整然たる相關詞の類はない)が助 

辭ざいふものは何語によらず少數の語彙にす 

ぎないものでおちし大餡・語尾塾化がないもの 

故大して言語も特徵ずける何物Iないもので 

おみ。それで二、に之等な全部列攀するも大 

して役にた、ぬから唯ミ•んなtのがわるかな 

みち讥めに,その各;二ついて數語づ、次に擧 

げち事にする。

(1) 指示代名詞;ti=iiu, li ci=tiu ĉi9 to=
tio, tal=fia, tiom 等 〇

(2) 關係代名詞:qui^u, quo=励誓。

e)疑問代名詞:關係代名詞にアクセントを 

附して用ふ。

(4) 不定代名詞:alqui = iu, nequi=neniu 等〇

(5) 本來の副詞:ci=tie もi、ergo=tial, mem
=购 prePC=preskaŭt ma=secZ 等 〇

(6) 前置詞:in=ez?, vice=anstataŭ, con=kun 
sin —sen, segun=Zaŭ, apu=apud 等 〇

(7】接續詞:e=^J, 〇=aŭf que=fe, si=se, 
ni—ni=7み nek 等〇

(8)間投詞:ah=Ao, ŭ=Ji9 for=/or, adio = 
adiaŭ, stopp=7taZ<u, hurra=^ura 等 〇

以上Occidentalの語彙の中助辭についての 

べたが，助辭厲エス語に比してや、複雜な所 

1あり不規!Mもあるがそう大してちがってゐ 

ない。併L次に述べる名詞動詞形容詞の構进 

や造語法仕Occidenta!拓特のしかも御自慢の 

ものである。 (以下次號)
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新 刊

★ORIG NALA VERKARO, de L. L. Zamenhof, 
kolektitaj kaj ordigitaj de dro, Job. Diet- 
terle,17 x23 cm. p. 604 eid. Ferdinand Ilirt 
& Sohn, Leipzig, Germ. 1929.

今までにわれわれ（エZamenhofの作品に多 

く接して任來たが.演說集や飜譯物乂は文法 

書のみでおって、Z.自身によってesp.で書 

かれた思想の姿を總括的に知ち:さは充分で 

なかった。殊にその書翰なごの如3直接にZ. 
博士を偲び得る材料を見み二ミに缺けてい 

r:〇 efP.運動が確立され、z.博士の硏究が 

次第に深められて行く現在その方面でz.15 
士の全集が艮いニミ期待されていた。その耍 

求な充すべき困難な然し非常な意義ある仕事 

がdro. Dietterleによって多年の勞働の後に 

完成され今われわれはそれを手にするこさが 

できた。

黑のクロス裝菊判600餘頁にわたる恐ろし 

く立派な本だ。紙はよいし活字拄舉みよ＜ • 

Z.博土の antaŭparoloj, gazetartikoloj, trak
taĵoj, paroladoj, leteroj, poemoj に至る凡そ 

Z・博士な知るに缺くべからざあおらゆち作 

品が完全に集められ手際よく aranĝiされて 

いち。附錄には別刷にしてesp.最初の雜誌 

„La Esp・itst〇“の第1■頁がついている。われ 

われesp-istoj必讀の書である〇 Zamenhof 
の言・葉な知る許りでなく、Zamenhofその人 

の思想生活を知るこさがesp-istojの義務で 

おる以上。船裁が立派で內容が理富であるた 

けに、値役は一寸过高く 7圓50錢だが.他 

のesp •書は措いても先づ買うべき價値ちみ 

本だ。（學會在庫僅少希望者至急申込ま紅た 

き由）

^INTERNACIA KANTARO, MUZIKA ELDONO, 
de 〇. Bennemann,13x 19 cm. p.154, eid. 
Ferdinand Ilirt & Sohn,193〇.

前赧に紹介し了: kantaro （X Tekstaroで二 

れは樂譜集でfeoo從來の三倍ほごの分罷が 

土）る 〇 SAT の"Proteuria kantaro4・ ミ双ー 

對のesp.歌集である〇樂諮のよめろesp-isto 
必携の書だ。2叩30錢で學會で取次ぐ。

★LA HIRUNDLIBRO, Emst Toller, trad. de 
Helene Wolff, 14x21 cm. p. fi4. propra el
dono en komisio ĉe „Heroldo de Efperanto,u 
Kdln, Germanojo.1930.

ドイツのプロ作家エルンスト・トルラーの

紹 介
大島義夫

詩集。牢獄に投ぜられていち間・獄窓の軒に 

巢取つ7：つばめな主題にしてよんだもの。

★ INTERNACIA TEATRAJ ETARO, originale ver
kitaj de diversaj amatoroj,12x 17 cm. p・ 47. 
eid. Belga E^p.-Instituto. Antverpeno, Bel- 
gujo, 1930 Prezo, 0.25 dai.

ドイツ、ポーランド.チェツコ、イギリス・ 

ベルギーのesp-istojによってesp.で書かれ 

了:輕い小品戯曲集でわる。全部で6。喧曄し 

た懋人同志が雷のお蔭で仲直りしたり・若い 

者同志のesp.結婚に剌戟されてその親逹が 

お目出度くなったりするナシセンスな戀愛す 

'劇集でめる。輕くて廿い空氣も吞むようで身 

にも屁にもならないが、內容に似おってこな 

れた流鶴K stiloには感心すち。モ哉.モザ 

esp-istoにもってこいでわる〇

*KLUCZ DO ESPERANTA, 7x11 cm・ p・ 48・
ポーうンド語で書か紅たesp.合losilo。簡單s 

お文法法則さvortareto. .
★ADRESARO DE P. T. T. 11x15 cm. p.16.

„lnterl igilo de P. T. T.Mを每月出してい 

ち國際郵便電信從業R組合の年鑑.日本に於 

ける會員の不活潑を訴丸てい"郵便畫信I： 
從事していろesp. istojの參加を希韶してい 

ろ 〇 事務所は ”R・ J- Filtaatre, 28 Bue de P 
Agen Dufraine, St.-cvk VEcole, Fmncujo." 
★ŜTUPECA FENOMENO ĈE LA SENAKVIGO 
DE KAKC1O SULFATA・ de S. Jamane,19 X 
25 cm. p. 8. Havebla ĉe Maeda-Tutomu, ĉe 
Riken, Konmgome, Ilongo-ku, Tokio, je 
respondkupono ・

硫酸カルシウムの水分除去についての現象 

に關する硏究。理研が一步一歩esp-實踐化 

に努力して行きつ、わる二さは感謝すべきで 

fe Ŝ 〇
★エスペラントのタ、靈北エスペラント會】3 
X19 cm. p. 51.臺北エス會出版。

杉本良吉氏を中心にしてこの臺静エス運動 

は次々にその基礎を固めつ、ちる。本書は昨 

年12月15 口ザメンホフ祭に際して臺北の同 

志が臺北放送局な經てエスペラントも放送し 

讥その時の講演集でかろ。種々な方面に波っ 

てesp.の紹介なやってあるから宣傳者のよ 

い桀でちろう。郵券1〇錢で學會取次。
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外海 報
伊藤己西兰

Baudoin de Courtenay
敎授逝去

波既の有名な言語學者でエスペラント 

の恩人Courtenay敎授は85歳の高齡を以 

って死去され7:C
1907年Idoが現れてエスペラントが危 

機に隔った時に憤然あのDelegacia Komi
siono から脫退しPola Esperantisto上に 

Idoの明らかな缺鮎な暴E8してエスペヲ 

ントを泰山の安きに置いたのけ實に二の 

Courtenay敎授でわった。それより旣に 

二十數年最早エスペラントの最後の勝利 

は單に時日の問!®さなったのも見て敎授 

も安らかに永遠の眠りに就かれか事であ 

らう。

〇xfordの萬國大會

旣報第22回頂國大會が月2—9日行はれみ 

が・其後の消息によれば、會場仕〇xford市 

役所・後援者中著名の人物を擧げれば.第一 

に、 コンノート殿下、外務大臣ヘンタ•一ソン 

卿.文部大臣トレグエリアン卿.內路大臣ク 

ヲインズ氏、〇xford市長バトン大佐・等で 

め“

餘興には喜劇しa Onklino de Karloも演 

ずろ过の事・Postkongreso （I London 及 

Bevonに出挂卜ける。

Zamenhof 街を Warszawa に
1927邙波蘭ヮ必シャワ市の市會に於て 

Zamenhof陣士の居住せられた Dzika街を 

Zamenhof街ミ改むべしさいふ提案が密議ぜ 

られろ筈であったが何故かその儘になっゐる 

ので同市の同志は世界中の同志の應援ね得て 

實現せしめやう芒努めてゐる。I）zik街の住 

民は30,000人あり皆Zamcncof街过改める 

希望を有してゐるので各國の同志が市當局へ 

この希望も申送れば必ず市會を動かし得ろで 

あらう。宛名は Rada Miejska, AVaiszawa, 
Polujo.

Esp.-Fatrinoの米壽の祝

Danzig に於ては Esp.-Patrino Anna Tus* 
"inskiの第88回の誕生日の祝賀會を催す■多 

瞰の同志出席し、又20ヶ网より100の祝賀の 

手紙が來た暗誦.音樂.演劇等にてプログラ 

ムは進みお後に第19回萬阈大會よりの慣例さ 

してTuschinskiのワ,レッミ共に舞踏が始ま 

り二れを以て目出度祝賀會は終った。

國際エスベラント音樂

言殳立されん

波蘭しwow市のエス會でに音樂文藝部む 

設け、廢々Koncertoな催してゐるが同部の 

發起人等は臨時設立委員过してOxfordの萬 

國大會に國際エスペラント音樂團の會合な催 

し.その規則幹事も決定せんさしてゐ“ .

この音樂團の目的は音樂も手般ミしてエス 

ペラントの効果おろ宣傳をなす事にあち。目 

的遂行の爲に仕

1. 各國都市に支部を作易専。

2. 中央事務所な設ける事。

3. 歌詞のエス語飜譯もなす爲に國際委員 

會を設ける事。

4. 承認せられたら飜譯は之な發行すみ 

事。

5・esperanto-koncerto な催し、又ラヂオ 

放送も行ふ事。

6. 著名音樂家の esperanto-koncerto-rond- 
vojaĝoな催す事。

7. エスペラソト原作歌曲を發行する事。

8. 音樂術語集を發行する事。

9. 音樂.有名音樂家に關する書を發行す 

ろ事。

10.音樂雜誌を作る事。

仕事も容易ならしめみ爲に同樂圍に加入希 

旦の同志は成可く 〇xford大會前に巾込まれ 

度く・飜擇・顶作の歌を送られ度い、宛名庆 

Ilenrjk Schniitzer, Lw6w, Pollando, strfc 
Jagiellonska 17・

當日本の歌劇歌手喜波貞子孃江しw6w j® 
在中Esperantistinoになった〇
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エスペラントビラヂオ

歐羅巴諾國に於けるヲヂナエスベヲントの 

用ひられち事（:［益々盛になり每日何處かの放 

送局からエスペラントで放送される狀態でめ 

みが、我國で"歐米この距離大なみ爲未だ活 

用されみに至らりのは殘念でちみ。しかし 

技術の發逹は遂に若槻全權の演說が中繼で明 

瞭に日本に達し、近き將來に於ては自由に歐 

来より放送を聽、取し得・又H本の放送が彼地 

に達する事は従ない事實さなって證明せられ 

r：〇その時には當然エスペラントが用ひられ 

ろ事は他に代みべチ言語の無い事から明らか 

であみ。擴聲機を通して來る英語も了解すろ 

日本人は幾人おみだらうか.他の國語に就い 

ても同標であみ。エスペラントが最も聞分け 

易い事は旣に證明せられてめろ。次に本年一 

月上旬一週問の放送を擧げみC

一月五日

Langenberg----- 次週プログラム —30分
Eskilstunaーー初等講習 一 30分

—月 n
^loskva-----Hobio v氏、ソウ'イエートの生

活及文化——3〇分 •

Lille—Trotin氏.註釋付.文法の研究 

—30 分 ^

Paris—初等講習

Kiev-----同上

一月七口

Bern——初等講習

Torino-Turin----- Canuto氏、エスペラント

文藝一3〇分

Moskva—初等講習 ・

一月ハ日

Wien—Snntal氏、講演一10分
Odessa —初等講習

Moskva------プロク・ヲ厶

一月九R
Paris----- ニューフ、

Lyon------初等講習

Kaŭras----- Kutra氏、ゝ）トウ■イヤ文奎の傾

向

Moskva — Javo ronko v 氏講演

Uddevalla----- ニ ュース---- 30分
一牙十□ ゝ’

Leipzig----- Dietterle氏、文蜜ご運動より、

—1C分
Taili n----- エスト-一ヤミエス連動のニュー

更一10分 . • •

Genĉveーー初等講習一15分

Minsk----- Sneĵko 氏、講演----こ〇分，

Leningrad----- irrban, Tetcrin 兩氏の講质

—30分
一月十一日 、

Breslau-----講演---- 10 分
Ljubljana 一初等講習ーー30分
Konigsberg-----次週プログ・ラ厶

Lyon------ニュース及次週プログラム----
30分,

Ziirich—初等講習——17分
Moskva——次週ブロク・ラム.初等講習

ニ エ— ス

Bruxelles----- プロク■ラム

12月24日及12月31日Torino放送局では世 

界中のエスベランチストにクリスマス及新年 

の挨拶な放送した。大英帝國欣送聯盟では1 
月1ロ午前零琲に世界に對し新年の挨拶な工 

スベラントで放送しr:〇

Wienにては12月11日Zamenhof博士に關 

して放送し、講演者Smital氏のニ頁に亙み 

記事及一頁の寫眞がラ1Tナ新聞に揭載され 

Ĵ:〇12月19Hに（エの寫ぽな頤布し了二

希腔政府の布告

數年丽希腕政府任エスペヲント敎授に關す 

み布告を發したが.再び昨年10月.下の樣な 

布告もなし大いにエスペラントに好意ながっ 
てゐる。. ：’' "

Pri instruado de Esperanto al la Lernejoj 
de Duagrada Klerigado.

Al ĝeneralaj Inspektoroj de 】a Publikaj 
Lernejoj: Kondderante la gravecon, kiun 
ĉiutage akiras en la civilizita mondo la Lingvo 
Internacia Esperanto, p?r^sinsekvaj dokunien- 
toj ni rekomendis al la Generala Inspektoro 
de la Publikaj Lernejoj de Ateno ke li 
permesu al Ja Prezidanto de Helena Esperante* 
Asocio, S-ro D-ro Stainatiadis, inatrui Espe* 
ranton al Ia lernantoj de Gimnazioj kai 
Instruistaj Institutoj de Ateno kaj Pireo k： j 
je horoj dum kiuj ili estos liberaj.

Lastatempe D-ro A. Stainatiadis informis 
nin ke ankaŭ en aliaj urboj de Grekujo jam 
ekzistas personoj, kiuj povas preni sjr sin la 
instruadon de Esperanto kaj li petis ke ni 
rekomendu al vi ke vi donu vian apogon, 
por ke la instruado de la nomita lingvo 
komenciĝu ankaŭ ĉe vi.

Sekve ni vin petas rekomendi al la Direk
toroj de la Lernejoj de la Mezgrada Instruado 
de via distrikto, ke ili permesu al la lernantoj 
kiuj deziras sekvi la Esperantan kurson^ esti 
instruatoj de personoj aparte elektotaj de 
Helena Esperanto-Instituto.



88

*★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★*★★★★*: 內 地 道
★ 
★
★

+★★★★★★★★★★冷★★★★★★★★★★★★★★*★★★★★★★

|東京
★第五回更京學生エスペランチス 

卜聯盟例會 二月二日午後二時よ 

り銀座明治製菓にて.本校當番の下に開催。 

各學校の試騙期日の切迫・竝ぴに常口の降雪 

I二も關らず.帝大.慶大・早橫濱高工・ 

東藥等より多數出席者があった"又鄧病氣中 

も持に御出席下さった大井氏並びに御緊忙中 

を御出席下さった岡本氏等來賓諸氏の御任む 

しがあり.極めて有意義に過す事が出來た。

又新宿も中心ミしてKunvenoむ作ろ事及例 

會の期【1.回數に就いて色々ミ总見が出た。 

斯くて盛曾裏に午後六時Tagiĝoね合唱して 

散會した。 （東藥エス會 笠原記）

★クララ會 艮呂親しみの同志赤羽氏の結婚 

の祝實ご渡来の送別隹兼れた例會な正月十二 

日午後一時半佐々城氏方に開く。出席者十 

人。赤羽氏のフン労メンタクレストマチオ講 

義の後、一同或任語り或は歌ひ.つきぬ名殘 

も惜しみながら五時過ぎ散會。今後例窃仁每 

月第二口瓏日に開くこさに決定。

★アル尹エンタ・クンシード（銀座晴湖階上） 

新鋒の初會合任一月四Q午後例の通り明菓階 

上で催しT：.折柄歸朝中の進藤氏.名古屋よ 

り遇然本會を訪わられた佐羽氏を加へ尙遇然 

中の遇然ミも云ふべき二外人（1924年に祖國 

痂逸を去り四人連で世界漫遊中一人はエスペ 

フンティフ、ト）を交へ快談。會・終ろ頃更に二 

外人來り我が卓上綠星旗を見て日く「・ーナ 

ンターゴン」祝福されたる我がA. K.の新年 

の初會合さしてはさいさきよし。（今度から 

會場な『晴湖』（尾張町Xり數寄屋橋の方へ右 

側）に更へi Lf：〇會合日は從前通り總會第 

二土曜午後七時より、例會は每土曜午後二時 

半より）。

★無線笔信話習所では卒業後船舶の無線電信 

技帥ざして世界的通信に從事する關係上學生 

達はEsp.の原價も充分認めてゐたが今回い 

よいよ初等講習む開始し!7人のものが熱心 

に勉强Iてゐち（講師大岛氏〕。二の外に時間 

の都合なごで出席出來ない人で自習Lてゐる 

人よ數人めら。

（市外目黑町.同誘習所內エス會） 

★獨逸£リ四人52れの!Mondmigrantoj・一月 

四日四日東京アルヂエント會の初會に思掛な 

い珍客が飛び込むで來た。それ（11924年|・祖

國を旅立ち歐讲:赭國に勿論南米論國を隅なく 

遍歷し六年目に我同も訪問しち獨逸靑年四人 

連れの中の 二人であった〇 Ĉu vi parolus 
esperante ?ミ彼等の口から流暢なNia lingvo 
が話された時には流石に嬉しかつア:。翌日大

［署さ平澤•が彼誓のloĝejoな箱 い:〇 Hermann 
Garbe （寫眞、ヘロルドな持って居る）が一蕃 

良く Esperantoも話い:。彼等の常に携帶す 

るギター ロが仲介者さなって.兩画人はしa 
Espero, Migra kanto, La Tilio 尊な合唱し 

て全く十轻の知已の如くであった。互に 

Moneroや Poŝtmarkoの交換等をやった〇 學 

會中心の人逹が・彼等の観迎會むしア:い希望 

でわるが.未だ都合がりかない。

寫眞說明、前列右ヨリ.菊池、Garbe,中 

例•平澤.Kage,後よ、大橋、Series.（大橋記） 

★“Kunsido de Venuso”生る 大束京の山手 

新宿を中心ざしてその附近在住工スベランチ 

ストの親睦を計らんため座談會む開催するこ 

ざeなった。第壹回は二月拾四H午後七時よ 

り開催。同志への通知不充分なりし讥め會す 

るもの僅か拾名たらすであったが非常に愉快 

む二時間も茶革の中に過す:さが出來た。 

今後每月第三金耀H午後七時より約二時間新 

宿「ミョシノ」喫茶店（角筈電停より新宿驛の 

方へ三軒目中村屋前）に於いて催す二さvし 

T:〇會費は任意。次回は月日.山手の同志の 

御出席な乞ふ。 （中村氏報）.

★プロレタリア科學研究所の攜習愆——最近 

エスペラント部も碇立.每日睦硏究价な開き 

活動してゐるがその對外的活動さしてエスペ 

ラント初爭耦習會を3月17日より4月5日にわ
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り.秋田・伊東・武勝.大島氏の指導の下 

にPetroを用書ミし.て研究所にて行ふ二さ 

ミむった。會費3同laboristojは1である。 

詳細は東京市外中野町399同硏究所エスペラ 

ント部へ照會のニさ。）

「亠 V 同志社——1月13［］午後3時より學 
!兰 荀'生會館食堂に於て第三學期總會を 

開き三學期のプログラムも決宦。2月1〇日に 
は親睦會ミ共に臨時總會もカギヤに開いて規 

約の改正.來年度委aの決定也むす筈。

一・ー股泉エスペラント愆の創立一附近
K 限［の同志集りて泉エス會を創立、そ 

の第一回の會合も2月8H濱寺の南海食堂にて 
行った。今後會合は每乃第二、第四土曜午後 

7時より約】昨間生濱寺Senhok Teksfabrikista 
Asocioにて催す。

［山 込 2月汕18.5時より政岡家で仙臺工
1UJ *フ、ペラント俱樂部の集りを催す。 

大舉の松隈敎授も來られ愉快に會話,の練習む 

兼17てkartludoに時を過した。柬北大學小 

兒科敎室の吉田松一氏は同敎室の敎投の甜に 

より每日黑板にエスベラントの單語も一つ宛 

書いて.諸敎授の興味も引いてゐち。尙2月 

1口の柬華新聞.河北新聞.犬仙臺に「エスペ 
ラントのカルタ會」の見出しにて仙臺クラブ 

の會合の言£事が出た。

甘 畸 學會支部では12月1Bエスペラン 
冋 呵 ト硏究會も設直第1冋會貝募集の

結果入會者46名通信敎授の方法を執り會報 
「國際語」む软刊每月回配布の他隨時講習會開 

催の豫定。かくて內なる充買な計らんア:め2 
月1日第1回のエスペラントのタも催す。支部 
旗な中央に會場を飾り立て入口のエスペラン 

トのタ和ち大立看板は通行人の注意知ひけ 

り。天候不良に拘らず遠隅の地よりも馳せ參 

じ約20名な很當會設立の趣旨動機經過に對 

すら委Hの報告わり。!.本會の維持方法。狭 

エス語曹及方法。3.初學者講習方等に關し 

打合せをなし次で木戶又次氏の文法講義.小 

坂氏Privatの蓄音器なき、懇談の後10時盛 

會裡に散會C "

五一狀一 ★九大伊藤助敎授渡歐挨拶旁1月 
_?也8H來崎。9日に三菱同志ミ職員食 

堂にてTagmaoĝo. 方クラブ內幅の歡迎會か 

精養亭にて開き先生の洋行メートルに封じら 

れる。1〇日は爲原夫人のお招き。ロ日タクラ 
プにて公式晚瑩會を大浦カイダホテルにて催 

し集るもの32名にて愉快なみタももった。長 

崎郵便局良近藤衷順氏は咋年二月淺田.高原 

丽氏に依賴して卒先全局員百三十名に初等那 

習も試み好成績な擧げられ又具記事な「艮崎 

の靑年」にて承知し了:さいって獨逸、Gotha 
の S-ro D-ro Adolf Sibmidt, Eksdirektoro 
de la Magneta Observejo en Potsdani.から 

感謝狀が倒達したが其中に ゝIi esperas, ke 
multaj imitu vian ekzemplon.ざ稱揚してわ 

った局掩も面目此上むしミ懇切な返事も發送 

せられた。（寫眞は近藤氏）

北来漫遊中の進藤靜太郎氏から伺ひました 

ミTopek, Kan., U. S. A.の四名の少女（九一 

十一歳）から高原憲氏令嬢に人形を送り日本 

孃を求めて來たcアメリカのエスベラント熱 

が勃輿しかけて居る證左であるか。

& — 】2月!5018時より犬學紀念館にて
華穴ザ博上誕生祝賀會昭和年度遼會を 

兼ね尙近く外遊せらZみ鈴木秀四郞豫科敎授 
の送別會を開く。試驗中にて出席者は少な炉 

りしも盛會であった。 （伊藤氏報）

励二石 エス倉の新生 從來の函館エス 
どes 會・函館エス聯盟及び其他當市在 

住のEspenmtoの大同圍結な計リエス運動の 

爲に一大活躍を期するニミになり之が創立總 

會な去年月20日19時一23時牛）に函館日H 
務聞社講堂にて開催.出席者十名會則其他な 

協議して散會せり。

★第二回總會は本年1月16 D匹琲Xり22時半 

まで上記講堂にて開催出將者岀名、新興の意 

氣を見せ了: prospera kunnenoであった〇主 

なる決議事項は、第二回（春秋）初等エス講習 

會の開催。會報を每月發行。通信部も設置。 

舊會艮及副仰長に記念品を昭呈するこざ。總 

會む終って茶話會に移り談笑裡にTagiĝoな 
歌Cて終了 c
★2月/例石任13日上記誌堂にて開催出席者 

十五名〇カノレロの講義 !nterparolado-ekzer- 
sd其他の硏究は各fak〇が耶週同志の宅にて 

催してゐるので例會（エ每月一回有益な講演や 

座談本位に開催される事になった。本月は河 

村光城氏の新聞に關すみ御話今聞Esperan- 
tismo-raovado其他に就いてdiskutiして盛會 

裡に散會しT：o __________________

（82頁より續く）

以上の如くソビエ罗!- • ロシアのエス運動 

は陌くその發展の端緖についたのであり.次 

篦にkulturiされて行く彪兀な勞働者罠氏の 
群む前にしてその歿展（復加速度的に進んで行 

くでめろうニミも想像させろ。ソビエソト・ 

ロシアそのもの、存在が世界の人の關心の的 

であるが如くに.われわれe^p-istojに厲口 
シアに於けるエスペラント運動の將來は實に 

大きな關心事でめ"殊に國內運勤がSEU 
なみー組織によって結成團結せしめられてい 

み點は、日本に於けみが如く全阈的統整の備 

らないのに比してロシア•エス連動がす戊ら 

しい软展率治持っている二ざな語るものでか 

りesp.の買踐化む目標ごして勞働者農民獲 
得に努力しているだけ.運動が根强く行はれ 

て行く二ミはロシ7•エス運動の强昧であり、 
健實なその蠻展な期待せしめらものである。
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%
ェ ス ペ ラ ン•ト講 習 會ー 覽

開催エス會 種類 期 日 時 間 總時間 用書 受講者 講 師

東京學會 初 1月21El->5週間 月木1時間半 15 小坂誦や 35 露木淸彥

橫須賀 ff 1月25日-* 火金1時間牛 14 松葉翦延

廣岛繭町 99 11月18日~3日間 每日三時間 6 短期;’ 19 藤井知可子

・福 山 〃 1月5 n->3日間 〃 〃 〃 宇都宮正

〃 冲 1月5日->3日間 99 中等讀本 石氐正德

-k .阪
Kokeriko 初 1月11日-*2日間 〃 7 模範證本 

Petro

茨・ 早 ★

全阈 エスベラント會一・覽（2） ★印學倉支部

Societo Bruo 神奈川縣平塚町柬濱嶽 淸水勝雄

大連エス會 犬連市紀伊町中日文化協會 中溝新一

小倉エス會 小倉市京町コドモハウス 中野勝政

小倉エス語硏究會 小倉•市山越町503 田中國雄

館野エア會
茨城縣筑波郡小野川村館野 
高層氣象臺構內

大石和三郞

釜山エス硏究會 釜山市幸町2の1 荒木然雄

泉エス會 大阪府泉北郡ハ田莊村 隅谷信三

朝鮮エス硏究伶 京城府新橋泊61 柳基東

函館エス會 函館市末廣町第一銀行支店內 吉田榮

Kokeriko 次坂市西成區岸松通195 辻利助

旣存エス會•エス會創立の際厲會名•通信先•幹事氏名お知らせ下さい

★★更生の函帥エスベラソチストの團紀創龙の日の集ひ¥★
ヽ
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Zamenhofa Festo en Nagoja （名古屋に於けちザ•ノンホフ祭）

Kurso en Nagasakj 
長崎の高等商船學生への講習會 

X講師大神氏〇幹事富松氏

S-ro Kondo, ĉefo de Nagasaki 
Postoficejo （本文參照）

Adiaua Kuasido al

Profesoro Itoo en

Nagasaki

長崎エスペラント會 

の仍・藤助敎授の送別 

會
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編5輯•• 者 の 頁

◊編輯後記◊

勞働任神聖なりーーミ云ふ言葉は、めろ極 

めて實質的な必要から發明された瞥旬だっ

〇だが.その必婆の實縊は・間Lなく曝露 

された。そこで現代の枕會道徳は.ニの警句 

に兹々ならり憎惡な感じてゐる。單に神聖だ 

ミ云ふのは.搾取すみための巧妙な詭辯にす 

ざないざ云ふのである。だが.こんなニミ任 

ぎうでもい'。兎に角.消費ミ云ふやつは、 

樂しくもおり・容易すくもあるが、生産は辛 

い。生れて初めて、編輯らしいものをやって、 

いかに編輯事務がいやかものだかよわかつ 

r:〇何にもしないでた丫傥から.他人の編輯 

振りに絕之ず惡聲も放ってゐた僕だ。たしか 

に嗤ひ物にされてい、3が.併し.ほんのチ 

ヨッビリ物も言ってみ了:い。

「レウr」の編輯が辛いざ云ふのには、二璽 

の意味がわる。第一の大牛肉縊的な勞働ミし 

ての事務の面倒さは.元より覺悟の前だった 

ので文句はない。殊に.親切で有能な守隨君 

が殆んビひミリで仕辱の處置な指導してくれ 

讥ので.僕はむしろ傍觀者にすぎない場台の 

方が多かった位た。だが、第二は.「レウ・才」 

の雜誌の性笠に鋼する疑問である。一船、「レ 

ウ•オ」位奇妙な雜誌は少ない。語學雜誌か? 

然らず!社會運動の雜誌か?否.斷じて否で 

ちる。さう云へば・エスペラント運動ミ仕何 

物かお前は知らないのヵ•こ、お叱りが出さう 

だ。が、それにしてL•エスペラントの硏究 

ミ普及は、一鵲なんの了：めにするのだらうか。 

還憾ながら、僕にはそれがわからない。少く 

さも・事「レゲオ」に關する限りに於てはだ。 

語學的研究な主ですみならば■須らく「英語 

研究」式に.徹底すみがい、。こころが・い 

みんなものがりヨリヨある。勿論事情を聽け 

ば當然の二"ミ。種々な要求ね一つに盛るゴ 

モク雜誌なのだから。それに費用の問題L大 

きな重要性を持ってゐるだらう。けれごもで 

め"純粹G所謂百パーセントに商品價値 

花目指す「キンケ」や「講談俱架部」でも、何か・ 

全閱も統一する意識があち、精神がある。そ 

こで.「レゲオ」にはエスペラント主義がちみ 

—なんぞご云ふ議論は.無意味だから止そ 

う。了"併しかう云ふニミに常識的に莒っ 

て稔陰だらうざ思ふ。エスペラント（I國際生 

活の完成のために創られ讥しのだ。だから. 

エスペラン;•の・そしてエスペラント運動の. 

實際的な生命力（1.國際生活ざの有機的な關 

係に於いて發生する。さするご.一骼.我が 

「レウ•オ」は・阑際生活の何か片鱗でも反映し 

てゐちだらうか?勿論・反映してゐないこさ 

は決してない。エス文の反譯・論文.海外報 

導なビがそれだ。だが、それにしても・二・ 

三の學的な優秀な研究な除けげ、後は何ざ貧 

弱なものであらう。但I、貧弱ざいふ言棄（1、 

抗議があれば、いつでも取消すつLリ.それ 

は、僕一個の意見だから。で.二の邊で、僕 

の本音な.或ひは正開をぶち表けようcつま 

り、僕の、卽ち、畏友岡本君からセンチさ云 

ふ名参の肩書も拜領した:の貧弱な夢想家の 

我儘な夢（匚「レゲオ」をして、エスベラント 

硏究・普及の雜誌或ひけ.觅團法人H本エス 

ベラント學會の機關誌ざ云ふよりは.むしろ 

曲りなりにも.國粽語エスペラントに依るわ 

れわ紅日本人の文化發展の凰際的な磯關にし 

了:いざ云ふのである。少くさ£、根本色彩を 

そこに置き.從ってそれを編輯の原理过し上 

うご云ふのでめる。二、まで云ふさ■誰か£ 

「費用だ!費用だ!」さ叫んでゐるやうな氣が 

する。費用は現在ので先づ我慢できろ。僕ー 

個の偏見的な意見に依れは*\內地報導や海外 

報導なごは・餘程用要むものでない限り省略 

するニさだ。そして・未來を目指してゐち答 

の我々の氣分.新鮮な雰圍氣を、「レウ'才」の 

中に漲らしてみたい。尙.社會.科學、文騎 

の頁を確愍芒設けるなぎ。たが.それは.痴 

人の夢ださ云ふのなら.この邊で人人しく僕 

は引つ二みませう。

本號は、たまには:多少變ったこさしい、だ 

らうさ思って.エス語文發硏究の特輯皴さし 

7:ので・初等、中等の貴重な講座を割愛せざ 

ろを得なかつ了:。その鮎執筆者の祖諒承な彳* 

7:い。てご覽の通りほんの小細工を二らし 

了:にすぎない。ドが.寄稿者諸氏が我儘な僕 

の提言な容れて、かくも多數の變った原稿を 

お送り下さったニざは.何芒も感謝に耐えむ 

い。傳聞するざニろでは、次號の擔當者は 

Zamenhof Numeroを以つて新Iい息吹ね「レ 

ウ・亦」に吹込まれみさうでわろ。二れ二そ大 

いい期待がかけられよう。——齢後に•讃者 

にお願ひし ヨすc鬼のゐない中にほんの少々 

いア:づらもし了」、僧です。にらむ允けで勘ペ 

んして下さい。（平岡記ノ
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會 計 報 吿

和四年度（十二月末現在）1沾9昭

[AJ財團法人資産會計

（1）永代基金總額 ....... 9,311.53
◎內譯…

前年度末現在.................... 8,617.92
本年度寄附金 ....................  223.00
本年度信託利息....................470.61
◎保管處逼 •

安田信託預金（中村理事長名義）9,244.73 
安田銀行當座預金C三石理事名義）型 

計 9,311.53
（2）常用基金總額.............3,500.00

◎內譯 ..

前年度末現在.................... 3,OOO.CO
本年度通常經費剰餘金繰入 ......  500.00
◎保管處置

學會事務所敷金......... 390.00
振替貯金保證金及約束郵便擔保金!29.00 
三井信託預金（中村理事昆名義）-2,981.00

計 3,500.00

[B]通常經費

★收入★

普通維持員會费 ..................3,807.00
正維持員會費……:...............1,506.85
賛助特別維持員會賈 ............. 407.50
雜收入..... ....................... 418.07
預金利子 ……..................... 396.95
集金料 ................   25.20
廣告料.............................. 32.00
通常經費寄附金 .........  240.47

計 6,834.15
昭和三年度ヨリ繰越金 ........... 2,24〇.】〇

合計 9,074.25
★支出*

機關雜誌實 .......................2906.05
通信費及送料...................... 533.62
振替及集金料金 .................. 57.C5
事務所費......................... 1,080.00
事務經費...........................240.00
會合費............................. 144.00
諸謝禮............................. 200.00
備品費.............   275.40
消耗品費 ......................... 149.78
圖書寄贈............................. 8.35
圖書損失............................. L20

文1®費.............................. 72.08
宜傳费............................. 308.50
地方會拂戾..........................48.01
常設代表者團年賦課金........... 100.00
日本大會寄附金..................... 60.00
動産火災保險料……:...... ..........28.00

計 6,212.64
昭和兀年以降前納會賢（通常經费へ）2.323.6J

合計 8,541.24

差引本年度通常經費剰餘金........ 533.01
◎剰餘金處分

常用基金へ繰入 ...........  500.00
次够良逋常經費へ繰入 ........... 33.01

計 533.01

◎矢年度通常經费繰越總額 ...... 2,361.61

[C]在庫金（資產ノ部）
（昭和四年十二月末日現在） 圆 

永代基金.......... ... ...........9,311.33
常用基金 ……....................3,500.00
次年度へ繰越通常經費 ........... -,361.61
特別宣傳資金 .................... 45.95
出版部資金 .......................6,250.55
敎育部褪立金....................  166.50
密鑑發行補助金（本年發行ノ殘金）97.78 
转別績立金 ..............  260.00

以上現金 計21,993.92 
出版部在庫圖書見積額........... 6,662.70
取次圖書在庫見積額..... ........ 2,603.51

總合計 31,265.13- 
◎在庫金處置 圓

振替口座（東京11325》;............ 1,089.65
同 上（東京32089）......................... 2.9〇・

同 上（長野3283）......................... 76.14
事筋所数賃........................ 390.00
郵便保證金及擔保金............. 129.00
安田銀行待別當座（三石理事名義）975.80 
同上定期預金（同上）............. 2,000.00
同上信託預金（中村理事長名義）…9,244.73 
三井信託預金（同上）............. 4,163.78
大井理事保管金.................. 1,64351
郵便貯金（三石理事名義）.........爲000.00
現金..................... 273.41

以上現金 計21,993.92
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學會發行IS書（寶品在庫額）...... 6,662.70
取次圖書（同 上）...... 2,608.51

總合計31,265.13

昭和四年度永代基金寄附金

領收報吿

〔100.00〕....................保坂成之氏

〔100.00〕....................三石五六氏

上記の諸氏は頭書の寄附金もせられたの 

で內規第一條五項に據り終り維持員ざな 

られた。 ・

c 10.C0〕.................... Mt 萬安氏

〔!0.003.................................林彥一氏

C 3.00]................... 橫濱ペ,レク・工ヒテーロ

◎以上合計...................... 223.00 Bli

通常經費寄附金領收報吿

C200.00]....
C 35,07]..--
C 3.87]....
C 1.00]---
C 0.53] ...
◎以上合計

無 名氏 

小坂關二氏 

三石五六氏 

梶谷三男也氏 

大野正氏 

........ 240.47 圓

人 圓
1,480X2.40=3

辺
,552.00

550x3.00=1,650.00
65x6.00= 390.00

昭和五年度豫算
★收入★

潭通…… 

會費正……
妝助、特別

2,095 人 5592.00
/1929 年度二旣收.........2,328.60
11930 年度二徵收.........3,263.40

新入會R 6〇〇 一退會者450 =150
人 !S8*

150 X 1.23.........................
雜收入..........................

預金利子.......................

••180.00
・・ 350.00
・・300.00

前年度剰餘金繰越.............. •• 33.01
,亠，ハ 合計 6,475.01
★支出黃

機關雜誌费（印刷發送等）....... ••3,000.00
諸通信費及送料................. • £50.09
振替科金及集金料.............. ・• 60.00
備品費............ :.............・・ 200.00
消耗品費........................ • 200.00

事務所費......................... 1,030.00
事務經費........................... 240.00
停合毀............................. 120.00
謝禮費............................. 240.00
文庫費.............................. 60.00
地方會拂戾..........................60.00
宣傳費............................. 350.00
常設代表者團年賦課金............. 100.00
日本大會寄附金..................... 60.00
勧産火災保險料..................... 35.00
臨時費............................. 120.01

合計 6,475.01

會計報吿摘要

「永代基金」9,311.55 E!前年度より693.1I曲 

の增加■「常用基金」3,500.00仙前年度より500 
囿の増加!以上基金總額12,811.53同前年度に 

比し1,193.61圓の增加.「通常經费」前年度 

程の好成績厲得られなかったが先づ順調な成 

績ざ言っても良い.實收入6,745.65同豫算に 

比して130.63仙增收・前年度よりは430.56圓 

の滅收、支出6,212.64 [ffi豫算に比して402.36 
1111の緊縮前年度よりH 646.43圓の支出增加こ 

れ仕事務所移轉に供なふ諸經費の自然增加で 

有み。收支決算の結果533.01[〇]の剰餘金を生 

じ讥ので前年度に倣ひ內500囲（[上記の通り 

常用基金へ繰入殘額33.01次年度通常 

經費へ繰入旣に本年度徵收濟の前納會:貲 

2,328.60 [ffiこ合し計2,361.61囲ミして五年度 

へ繰越し通常經費の財源こなるので有る。「在 

庫金」21,993.92呵前年度より2,696.27腳の增 

加但し此の額（よ不動産では無く年度末に於け 

る在庫現金の總額で有る。在庫費目巾敎育部 

積立金は前年度よりS7.50圓增加二れ任學會 

主催の講習會會費の積立講師は無報酬經费厲 

事務所費より支辨で徴收の會賈そっくり積 

立・坏•鑑發行補助金97.78圜仕前年度準備金さ 

して300圓積立本年發行の結果實支出202.22 
圓で足りたみも以ってその殘顋次回發行の補 

助金ざして拥置、特別積立金前年度より1〇〇 

圓增加話謝證毀より支出積立.出版資金 

6,250.55圓前年度より2,046.32圓增加ーケ年 

の總賣高7,180.13仙前年度に比し2,446.79囲 

の滅收總支出（出版費其他）5,133.81圓昭和五 

年度へ持越の在庫圖書見積價格6,662.701｛罠見 

積評償定價の半額）取次圖書部:和洋書）前年 

度通常經費剩餘金より65J圓出版部より 

232.91gU合計882.91B!の資金ミ從來より繰越 

の取次圖書ご花以て業務開始の結果本年度賣
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上高6,121.48 仕入高ミ殆ご等しく收支相償 

ひ然かも昭和五年度へ持越の在庫圖書見積償 

格2,638.51M C見積評價定價の九掛）な所持 

して居るから前記融通資金882.91[fii 差引 

から殘り1,726.60叨は純資本 E ち勘定で有 

みがまだ品物だから資金さはならむい、取次 

圖書部ミしては常に3000 0ぐらいの品物も 

在庫して置く必要が有る以上在庫!31書の總見 

稜格9,271.21囲む在庫現金21,993.92 [fflに 

加算するざ總額31,265.13恻前年度より 

7,650.33 [ffiの增加總括的資產增加の割合から 

看るさ寧み前年度より業績を上げて居〇事は 

同慶の至りでもち。

昭和五年度豫算の說明

前年度末會員數2,096名內1,480名普通會 

員前年度より200塔滅員.正會員550名前 

佯度より20J名增艮、賛助特別會員65名（平 

均會费G[fliざす）本年度新入會Rご退會老さの 

差引增加!50名（平均會費1.20迎）さ見積以上 

算出會費の敢入會計5,772圓、其他雜收入預 

金利子等の收入も703.01叩さし總收入 

6,475.01圓过推定す、前年度豫算に比し約140 
Iffl程滅額但し會費の收入厲前年度ざ殆ご同額 

計上した、二れは?¢通會■員が正會員さなって 

餘計に會費も支辨して下さみ爲、然るに從來 

の圖書取次利益が取次部開設により會計を獨 

立そのカへ繰入られみにつき約2】0圆程滅額 

計上其他は前年度の賛縉に徵L若干の增滅有 

あのみ.前年度も收入豫算以外に經費寄附金 

240.47 El有ったので非常に助かり剰餘金が生 

じた次第でかる。以上支出豫算總額6,475 .Ollffl 
前密度實支出に比し250圓塩額なろし各費目 

の支出額仕殆二和年e次差無き故說明を略 

す.但し從來の圖書寄贈、同紛失損なみ費目 

拄削除.その代り臨時孜なみ項目を設け 

120.01[fl!計上不時の持別なろ支出に備ふ.動 

產火災保險料7圆堪碩25 [ffi計上保險額4003 
切も5000圓に埴額以上決算報告、並に本年 

废豫算厲何れも去み二月十二!]の評議員會. 

同二十三日の理事會で夫々承認審議決定した 

もので有ろ。

財政狀態に就て
大正ハ年末我が學會創立に當り舊エス協會 

過去の失敗に鑑み消極的事業經營方針の下に 

着實穩健なる一歩々を踏み締め乍らエス界開 

拓む圖み一方本會の發展を策しつ、光陰矢の 

如 < 今哉十年一昔の歳月（[流れて玆に昭和四 

件度の會計報告を'すろに際し、旣往ヤケ年の 

抄が財政狀態を顧る事任本會の消長を推知す 

ら上に最も適節なる資料の一つミ信じ設立以 

來各年度末に於ける資產狀態年表なるものむ 

作製發表すあ・序で本伶財政方針に就いて聊 

か愚見も披歷して會R諸氏の御諒解ミ共嗚を 

願ひ、且つ今後尙一層の御支持な併せて切望 

して止まない次第であろ。そもそも本學會設 

立の動機及びその精神山我がエス語運勤の强 

固なる土墨を碇立すろに在って再び過去の失 

敗を繰返さない事を契ったのである。設立者 

业に先輩同志の血さ汗の苦闘.十年以來依然 

ざしてくりかへされて居る熱心むら同志の獻 

身的勞カの提供ミカ强き後援ミは旣報伶計報 

告によ〇本會資產三萬二千餘!ffiの結晶さなっ 

て現れて來た壬言っても過言で無いミ思ふの 

でわる。創立當初の資產五百粽B!に較べる过 

異状むろ增力11で本會事業遂行の上にL亦エス 

普及運動方面に對して此等の資金を活用して 

もつ过積極的に我國エス運動の爲に發展な期 

すべきだ、依然馋態の極めて地味な方針を持 

續すみのけ生温く愛想が盡みものだ、もつミ 

もつミ宣傳廣告に資金な投じエス熱の渤興を 

圖みべきが故上の方法ではないかご思考され 

ろ人しおちであらうがそう言ふ叫び（I創立當 

時めの貧弱なる財政の下に於ても强く唱へら 

れた聲でわったが常に豫算範圍で之も行ひ無 

暴なる宣傳廣告其他事業の計畫（I極力排除し 

て一意專念本會もして名實共に斯界の屮心膜 

關さなし眞の黴能を發揚し以って我がエス語 

運動の進展も策すべき手段ざし^（!先づ財的 

基礎の确立を爲さればならぬさしたのでわ 

み。宣傳ビラー枚造るその僅なる费用の稔出 

さへも人の懷も唯一の便りざして居る狀態の 

續く限り任如何に多士濟々の人在りで雖共積 

極的に我國にエス語運動の大發展な圖み事に 

至難な業1思ふのであみ。二の意味に於て國 

內に財政的にい虽力なる事業悪及黴關たる協 

會或は學會・なりが必要さなるのでわる。本會 

は設立以來能ふ限りの機能を敦揮I我國エス 

界に貢獻する一方此點に着目して貧弱なみ會 

計な引締め若々準備に努め資産の蓄積一萬同 

ミ成ちゃ更に辰小限度五萬圆の財源稔出を口 

標にIて法人設立を計畫し、大正十五年七月 

文部當局の認めみ處ミなって兹に始めて財的 

基礎碇立の端緖を開いたのである。幸ひにも 

遂年増資の傾向著しく同憂の至りではあるが 

目標の五萬MiKI近年の業績を以てしてb尙 

二三年を要すみのでおろ。而して本會が五寓 

の固定时源も保直持る事す依て法人さしての 

機能を實現出來之が取りも直さず斯界の健實 

•なる發展に向って本學會が初めて積極的方針 
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への方向轉換する第一歩E も所以ご我々は 

深く信ずるのである〇二の秋に當り會員諸氏 

の歸趨向背（エ本會の盛衰消長に影嚮すみ所至 

大の關係があるのであるから何卒二の宏大な 

ろエス運助合理化の爲めに一致團結して邁進 

せられん事も願望すみ次第でわろ。

資 產 )1犬 能 ,年 表

永代 常用 通常經費 積立
出!R部

取次圖
年度

基金! 基金 繰趣金 準備金 囊金 庫
積 

在
見

書在庫 
見積

總额

1920
M

100.00 〇 :
圖

366.06 〇 〇 〇 〇
囿

516.06

1921 350.00 〇 365.09 〇 〇 〇 〇 715.09

1922 3,036.73 〇 '・ 426.83 1,3CO.OO 〇 〇 〇 4,763.56

1923 4,353.64 〇 39.63 700.00 〇 0 〇 5,093.27

1924 4,720.23 〇 409.81 700.00 〇 950.00 〇 6,780.04

1925 5,250.23 〇 1,：31.84 1,870.95
■

704.90 859.00 0 9,916.92

1926 7,261.75 699.86 1,404.19 202.17 〇 4,072.39 〇 14,240.34

1927 7,814.50 2,500.00 1,937.53 45.95 664.47 3,658.25 〇 16,620.70

1928 8,617.92 3,000.00 2,240.10 1,234.95 4,204,23 4,317.60 〇 23,614.80

1929 9,311.53 3,500.00 2,361.61 570.23 6,250 •就 6,662.70 2,60S.51 31,265.13

役員會開催

去る二月十三口本會樓上で評議員會同二十 

三口理事會開催・評議員出席者十二名大井三 

石常務理事出席昭和四年度事業及び會計報告 

並に本年度豫算承認の件番議可決の後本會理 

事長後任ミして監事人石和三郞氏を推薦する 

ミ同時に今回會長さして新渡戶稻逍博士を推 

戴する件滿場一致で賛成理事會に付議可決す 

る件中合せ散會。理事會出席者理事上野孝男. 

川原次吉郞・美野田琢磨・大井學.三石五六 

以上五名委任狀七通監事大石和三郞、淸水勝 

雄評議員井上萬壽藏.岡本好次.出席大井三 

石兩理事よリ夫々諸報告の後理事長選擧に移 

り評議員怠見通り大石和三郞氏當選參席の同 

氏の快諾を得て新理事艮曜定直ちに理事長議 

畏の下に本會々長さして新渡戶博士も推戴す 

る件議決交渉委員さして川原理事を指名理事 

長より委唸、大石和三郞氏理事艮就任に依る 

監事の缺員は評議員井上萬壽藏氏を指名補 

任.次に本年度評議員さして理事良より下記 

の方々が選任されまし1:〇

粟仮原 晋 安黑オー郞

伊藤已酉 三 浦 良治

罔本好 次 大島義夫

城戶崎益敏 小林東二

守 隨 一 鈴木正夫

宋 禹 憲 田邊治夫

德田六 郞 中垣虎兒郞

難波停 士 根本 潔

檜山 實 平岡 昇

福富義 雄 保坂成之

期 眞 道 松本淸彥

三宅匕サ ノ
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★Bulgara Antologio. Krvstanov 編〇 7•汐力・ 

リヤの名作詩、散文集。作者の寫眞入り絕版 

物在鹰多數。...................... 09Ĵ (6)
★Bulgara Lendo kaj Popolo. K restanov 著〇 

ブルカ・リヤの地理、歷史、國諮.等を祥述せる 

もの地圖入り。....................075 (4)
★El la Proksima Oriento. Krcstanov 著〇 今 

迄おまり知られてゐない近束の小國民 いり

定價!1(送料建) 
ライナ、リトウ'イヤ、エストニャ、フィンラ 

ンド、尊)の歴史、文化等を説明いれのフ…

..............................................................0 55 ⑵ 
★En Okcidento nenio Nova. Remarque 著の 

有名な「西部戰線異狀なし］のエス譯。旣に 

部數僅少、三月中旬に仕迫加註文到着の豫定

.............上製3 50 8)並製2 50⑹
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特にお奨めする好適讀物

★Du Kokcineloj,ハシカ・リー文藝、Pe協fi著 

K;山心巧 の飜曙にな"盲目の少女が妹の 

戀すろ肯年を祕かに戀して惱む一篇の美しい 

田園詩、阴蟲を行方や何處。......〇-25⑵
★Fatala Ŝuldo.新進作家 しionel Dulsace 著〇 

交軀術に巧みな過去を透視すみ婦人が説く因 

果律を眼前に現す面白い小貌。Teozofioに興 

味を有する人の好個の讀物。...... MO(6)
★Johano la Brava. Petofi 著〇 Kalocsay 飜 

譯によろ詩歸伽噺.勇敢なみ靑年Johano 
が諸國をHUA Iて故解に歸へれば彼の愛人は 

旣に此の橫の人ではなかった。傷けられむ心 

を抱いて彼は再び宛もなく旅に出て巨人.影 

女を征服し遂に仙女の网に到着すろご思ひが 

けなく愛人に出遇ひ二の阈の王ざして睦じミ 

世を送ろ"、ふ筋、文章活潑。・•…085 (2 
★La Paĝio de V Reĝino. Braha に於ける笫 

13回萬國エス人會のPostkongresoにBuda
pest |1於て演ぜられお喜劇。めお詩人が學士 

院に推薦せられるべき戯曲に沒頭してゐみ中 

に眠り込んで威曲の表題の夢を見る.又家主 

の銀行家の騒ぎが熾込まれる。譯はKalosrav
..........:..................................................0.25 (2)

★Mimi. Giesy著〇 Paysonの老練なろ飜澤。 

•人戰に出征した愛人を峙つMimiの巴里カル 

ナエラタンに於けち悲慘なら生活・戰爭に伴 

ふ-悲劇。.........................0.43 C2)
★Mondo kaj Koro. Kalocsa/ 原作詩樂。著 

者のエスペラントに對する惑情、自然に對す 

み憤れを吐躍せみもの。...........0.25②
★Tatterley. Tom Galton 作"VVilson 譯の小 

說・吝嗇ならKaleb Fryが死んだ下男Tnt・ 
terley过して規族を欺孑自分の吻ざその愛人 

の美しい愛情に感化せられて生れ塑ったやう 

になり二人の幸福になったのを見て最後の息 

を引取みざいふ筋。 ..... :••…0・55 (4)
★Sendaĝereco de Fraucuĵo.佛關两前大臣 

Honnorat氏著、前伊太利首相Nitti氏の 

Danĝero de Eŭropoには犬戰の根源及戰後の 

不安に對して佛蘭西が最t大なみ貴任を持つ 

事を暗示したので:れに對すろ反駁の爲に著 

し沢もので.本書は實に佛伊兩國の大政治家 

同志の大論戰を示すものである。しかし逸早 

く Hittiの原書をエス譯して發表い:のに對 

抗Lてこの機を逸せす佛國の同志が政府を動 

かして出版したもの。.............〇5〇(め

ザメンホフ博士養書

^Fundamenta Krestomatio 
^Aldono al la Dua Libro・ 
^Marta .............................
★Rabeno de Baharoh •… 
★La Rabistoj.....................
★ La Revizoro.....................
★ifigeuio en Tnŭrido........

1
 n

 n

 n

8
 2
 6
 4
 4
 4
 4
 

/\ (
 (
 c
 

(
 

O
5
O
5
O
Ĵ
J
 

3
2
3
5
8
8
8

1
 o
 1
 o
 o
 c
 a

★Hamlet.................................................070 (4)
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★Rakontoj el Biblio ............................ 0-30 (2)
★Proverbaro Esperanta........................070 (4)
★Originara Verkaro...............750 曙民豐総

★Saltego trans Jarmiloj ................... 2 85 (8)
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★VI, S 1?, Esperant〇...'............ 0.18 (2)
★Moderigaj Robinzonoj ....................... 0.85 (2)



★Miranta Plumo戯曲小說詩集....1-50⑷
^Laŭroj 名作集....................〇-80 (4)
★La Tajdo, Hohlov の詩集........0.66(2)
★Du Rakontoj 小說二編.......... 〇・3) 2)

★Stranga Heredi !〇 小說 ...........285 厂8)
★Sep Rakontoj 小說集............ 0.55 4)
★Perdita kaj Retrovita.......................0.10 (2)

★Morto de Danton, A. Tolstoj  0.85 ( 2 ) 
★Natan la Sagulo, gesfiing 劇 1-00 (4) 
★Kio povas okazi ぶ說...........0 23 ( 2 )
早 Songo de Somermeza Nokto 劇…0 40 ( 2) 
★Portreto, Gogol小說 ...........0.55〔 4 )
★Ruĝa Floro 力•ノレシン作.........0-10 ( 2 )
★Luno de Izrael, Ilaggard 作....1-90 (6 )
★Kalifo Harn Alraŝid ........................ 0-15 ( 2 )
★Barbra, Jerome K. Jerome 劇…055〔2) 
★Malnovaj Paĝoj 小說集........ 〇-40 (4)
★Fausto I. Komentario さニ附で…0.80 (4) 
★Atta Troliハイネの艮篇詩'..... 0-80 ¢2)
★Bombasto Furioza 喜劇.........010 (2)
★Boks kaj Koks, Moj ton 喜劇....0.15 (2 )
★Aventuroj de Lasta Abenceraĝo •••015 2 )
★Camera Obscura 小說...........0.70 C 4 )
★Mallumajo 小眦 ............... 020 (2)
★Rego Lear 沙翕劇.............. 1.45 (6)
*De Alpeninoj 仝is Andoj ................0-30 ( 2 )
★El la Landoj de Ruinoj ................0-12 ( 2 )
★Kaatje, Spaak 作の劇...........0-80 (6)
★Sokrato 劇............ 065 (6)
★Advokato Patclin 劇............. 03J (2)
★R-U-R劇E3人造人間』.......... 1.00 (6)
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1.Hermano kaj Doroteo
2・ Legendoj, Niemojevski
3. Elekt. Noveloj, Turgenev
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6- Skizlibro,ヽV・ Irving
1,Petro Schlemiel
★EBI 各號0.18 (2ゝ,倍號に0 36
Bona Sinjorino, Orszeszko
Don Kiĥoto Scrvantes 
Amoro kaj Psiĥe, Apulejus 
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Reĝo de Ora Rivero, Ruskin

8. Nuntempaj Rakcntoj
9. Hebreaj Rakontoj

11-12. Deklarado,有鳥

13. Ses Noveloj, Allan Poe
14. La Firmao, Balzac
15・ Orientaj Fabeloj
16- Noveloj, Sicnkiewicz

Lasta Usonano, Mitchel 
Hungaraj Rakontoj 
Nordgermanflj Rakontoj 
lnstituto Milner 磴愛學枝 

Noveloj el Nigra Arbaro 
Intervidiĝo
La Patrino, Ernst Zahi)

★Karavano, Hauff 作小説........ 055 (2)
★pivalleria Rusticana 劇 .........035 (2)
★Ok Noveloj 小説集 ............. 055 (4)
★Elekt. Humoraj Rakontoj................0-20 ( 2 )
★Adita, A. Tolstoj 小說 .........170 (6)
★Kantistino^ Hauff作............. 0.40 (2)
★Venecia Komercisto 沙貓劇...... 0-80 (4 )
★Aspazio, Leon Zamenhof 譯....〇・80 ( 4 )
★Eĉ en Doloro ni estu ĝojaj...........0.35 (2)
★Du Noveloj, Jokai 小說.........045 ( 4)
★Sinjoro Vento kaj S-ino Pluvo …040 (2 ) 
★Nevo kiel Onklo, Schiller 喜®] ••••〇.20 ( 2 ) 
★Malbela Anasido；お伽噺.........0.05 (2)
★Ŝakludado gtj ................................ 0-35 (2)
★Verdaj Fajreroj 詩集 ...........049 ¢2)
★Halka 歌劇 Grabowski ........... 045 (4)
★Amfitriono, Moli dre 喜劇 ...... 0 55〔 4 )
★Rompantoj» 5 niotui^oj................040 (2：
★Vojaĝo interne de tnia Ĉambro.......0.30 (2)
★La Vangofrapo 喜劇...........〇-30 (2)
★Bela Joe……上製 265 (6)並185 ¢6) 
★Dormanto Vekiĝas 上 265 8)业185 (6) 
★Tradukoj el Francaj Poezioj ....... 0.25 (2 )

各號 070 (4\ 倍號!.40 (6)
17. Insulo de Feliĉuloj
18- Barbaraj Prozajoj
19. Ano de V Ringludo
2ĵ. Servokapabla!
21.Nobela Peko

2),三倍號 0.54 (2) 
Elzassj Rakontoj
Sub Ia Neĝo (三倍號) 

Amkonkurantoj, Schmidt 
Japanaj Rakontoj, Cif (倍賊) 

Praktika Frazaro

----------科學社禽宗敦其他"

^LaborĈart〇 勞働大憲章 ........ 042 (2)
★Artefarita Altmontarsuno.............. 〇-10(、2 )
★Kormalsanoj 心療病...... .......〇40 (2)
★Evoluo de Telefonio....................... 0,55 ( 2 )
★Etiko, Kropotkin ............................100〔 6 )
^Komerca Vortaro ............................1 00 2 )
★Franca Gramatiko...........................〇-35 C. 4 )
★Evangelio de lloro ........................0-C8 ( 2 )

★Varmkulturo 熱療法..............〇-45 (4)
^Monadologio de Leipniz ............... 〇・15 (2)
★Teknika Vortareto 散育、心理舉…0 2J 2 )
^Internacia Farmacio.........................1-65 18)
^Fundamento de Kvakerismo............ 0-95 ( 6 )
★Internacia Kantaro Tekstaro ....... 080 (2)
★lnternacia Kantaro muziko ....... 2-30 ( 6 )
★音符:一La Espero ........................〇-15 (2)



S^＞學會取次書其他目錄耶㈱（畫贊?51彰5切）
值厠送曼

★ザ博十演說集...................... 0.80 .4
★友の空の星の如く（同上和譯）……0.80 .6
★我國における外國語閤趙ミエス語…〇・60 .4
★カレロ C四力堂版）................ 0.20 .2
★心の片隅.... .......................0.50 .2
★詩集花束............................〇-80 .4

價同送況
★綠の星に憧れて................... 120.8
★新蟹王（エス文）................. 0-30 .2
★懸夢（エス文）................. 0-20 .2
★大成和エス辭典.................. 4.80.18
★模範エス會話......................1.20 .4
★寡辅マルタ（改造文庫）............ 030 4

@日本語エスペラント小辭典（三高）［普及版］（（値下）） ................. 0.50 .2
令模範エスペラント獨習（秋出・小坂共普）〔普及版〕 ................................1.00 .8

♦日•エス・支•英窗話ビ辭書 
❸エスペラント絹ハンケチ偏希）••…

〔??及版〕0.65 6〔上製〕0.85 ・6
綠星光下の地球、旭昇る富士山の二種あり。

（男女別申出の爭）各1枚75錢送料各2踐

★弘PANAN LINGVON per " Romazi"（;ヨ鶴阜の）進呈（鉛熬）

IiIom Kvara Oficiala Aldono 一覽表 /昨年度會賀名簿第27-ヽ（郵券2綫、
\23頁へ收載せしものハ送附の事丿

資蓄音機レコード僚饗）

^Heroldo de Esperanto
蓄音機严枕合同等の 
了:め冃•ト交渉屮にて 目下品切中

（待別見本號）一部送料共12 a

j^Esperauto （U. E. A••機關紙） 一部去料共15濮

第八回El本エス學會正維持員芳名
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岡本義雄モハ保義郞新賛助員 久住 
新終身會員 石明

日本エスペラント學會
東京市牛込區 
新小川町3の】6 噩蛊盘5罪皺

小生病氣中は一方ならわ御配慮におづかりまして有難く存じます。幸ひ病氣もほじ全 

快仕り帖月】9日無爭還院致しましたから他事乍ら御安心下さい。猶今・絳ニケ片程Ĥ主治 

警より絕對靜塗を命ぜられてをりますので轉地療養のつもりでございますがいづれ後口 

御拜眉の節御挨拶御證申上たく存じてをります。差しかたり御禮申上まで

小坂狷二



S5日本エスペラント學會發行
E
回 書其他

エスペラント捷徑 
エスペラント講座 

新撰エス和辭典 

エスペラント講習用書 

エスペラント短期講習書 

エスペラント初等讀本 

エスペラント中等讀本 

エスペラント發音硏究 

鮎字エスペラント文法ざ小辭典 

エスペラントやさしい讀み物 

愛の人ザメンホフ 
リングヴィ・レスポンドイ

最新最良の獨習書.................. «1.00 6

外國語な知らQ人の斶習講義錄......0.50 4

語數一篦万•千餘、譯語正瞩・索出至便…0.75 2

文法效科書さ讀本ミむかQ................... 0*35 2

人》な活字で耍領よく編輯した...... 020 2

抑繪入程度低く小中學生にも適す……0.30 2

興味深き諛み物數十篇を收む........ 0.30 2

エス語發音上の疑問を氷解す........ 0.30 4

盲人用獨習書兼字引..................1.03 6
笑需廿二篇わ對譯詳註し興味橫溢……0.10 2

エス語側案者ザ博士の傳記...........080 6

ザ陽士の菖語上の解答な蒐む........ 0.50 4
エスペラント對聲詳註叢書-------

1・ マ 才・ファルコネ 「カルメン」の作者メリメの名篇.... •••0.35 2

2. イネ詩集 情熱詩人ノ、イネの詩數十篇........ …040 2

3. 魔 法 使 ザイデ,レの爐邊物語中の一篇...... …0.40 2

4. 代 理 通 譯 一幕物也腹絕倒さす程の大滑稽劇……0.40 2

5. 愛 あ る處あり 杜翁の短篇。附錄「エス學習書籍解題」植字中

6. レ イ モント短篇集
「農民で」有名な波蘭 
立诲レ氏の紡鑫二瞪 …0.40 2

骨骸
倫
惜

1
2
 
3

エスペラント書き日牡茶書ヽ

の 舞 阴も秋U1雨雀戯曲三篇.........

敦 塔夏目漱石原作西陣士エス譯

しみなく愛は奪ふ有鳥武郞原作東宮氏エス譯

0.40 2

0.15 2

0.49 2

エスペラント單語カード 七宵二十語に一々用例な示す........ 1・7〇12

スペラント文彳列集カードミ同一內容の本............... 170 8

エス港i說會話 レコ—ド 小坂氏吹込兩面.......... ・. 口下品切中

エスペラント便箋正百枚一册........................... 023 4
エスペラント封緘紙ハ十枚入ー袋................ 〇-20 2

エスペラント手拭三越特製上等........................ 〇-23 2

日本風景風俗工ハガキ四枚一組三色刷エス說明入...........〇-10 2
如 日 ・/甲種く安全匕ン止） 乙械（背康用） 各（瀝料共）.......030 -
綠 星 早］丙種（安全匕ン止持製）丁俺（背廣川持製）各..................050 6

綠星カウスボタン（箱入一組）........................... 1-20 6
綠 星 旗 紙製綠地に白く「エスペラント」ミ拔く。十枚（郵稅共）..... 015 -

「無代|に宣傅のに
,進呈||『宣傳の®ビラ』｛昌飜壯鸚晟零融は諧

新小川町3のけ法人 日本エスペラント學會鬆1?廳善



La Revuo Orienta Monata Organo de Japana Esperanto-Instituto,
Ŝin^ogaŭamaĉi I11J5, Uŝigome, TOKIO, Japanujo; abono internacia 7 svis. frankoj.

我國に於けるエスペラント普及•硏究•實用の中心機關

曙5!日本エスペラ ト學會ン

目

業事 (c)
(d)
(a) 

會 «((〇)
I⑹ 

入會手續｛ J

【東京市牛込區新小川町三の十五】【振替口座東京11325番】

的エスペラントの普及、研究、實用

エスペラントに關する各種の硏究調査及其發表

雜誌及圖書の刊行等

講演會、講習會の開催及後援

其他が會の目的を達成するに必要さ認むみ事業

普通維持員 年額2M140錢（b）正維持員 年額3BI 
賛助維持員 年額5圓 @）特別維持員 年額10圓以上 

終身維持員一時金1001®以上 、’ “

・住所・職業.姓名（振カナ付）も明記し會費一年分花支拂へば/ 

・宀（振替送金最も安全）

（1.每月研究雜誌"La Revuo Orienta nの配布もうく

維持員丿2・出版圖書の割引をうくろこさあり 

の辖麵）3.語學上の質疑其他一般の問合の返事をうく
I 4.宣傳の「桀」その他宣傅;材料な無料でうくるニミも得

益
姿r

r
M
 •
え9
£

空
1||
輛
站

詳い、こざは直接お間合せ下さい

員名簿（五十音順）役

JL事民 在貯鉞钦臺長人石和三耳E 理 耶文 悔 高桶順次郞 理 事 大井學

理が 秋山雨雀 同 原砺a:長 土岐善曆 问 三石五六

囲 上野孝男 阳 幣 磚 西成甫 K 爭 異學校艮 淸水勝雄

囲 女知牧授 河崎なっ 同 芙野田琢磨 同 法牛士 井上萬!?藏

同 中大於投 川原次吉郞 同 聯 :« 望月周三郞 頸 間 u博男爵 穗積重遠

同 文 傅 黑板勝美 嵐 柬劭肛間 柳田國男 同 子 爵 三島章道

同 專大敎投 小林鐵太郞 同 齡技師 小坂狷二,

muuuaManiiiaBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigg11111111111iii|1iniiimiiliinmmitvllVBllllIIIvamilimillllimiia

本誌購證料(郵稅別)

學會持維員には

無代頒布す

一部 B1020

牛年分 ■ 1420

一年分 圓 2.40

本會振替〔二般［東京11325番 は翳滋需常甚鵲霍

昭和五年二月二十五日印別

P3RT五年 三JJ 一 H &行

柬京市牛込區新小川町三ノ一五
編 
發

輯 
行

兼 
人

大 井 學

柬京市神田區三崎町三ノー丹六

印 刷 人 高見澤保芳

（  蛋 印 财 所;）

東京布牛込區新小川町三ノ一五

發 行 所 朝日本エスペラント學■

定
償
貳
拾
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贰
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